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庶務 総括 総括 琉球大学憲章関係 総務部総務課総務係 2005年度 2006/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部総務課長 廃棄
庶務 会議 学内会議・委員会 教育研究評議会（平成16年度） 総務部総務課総務係 2004年度 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄 分冊2
庶務 会議 学内会議・委員会 経営協議会関係（平成16年度） 総務部総務課総務係 2004年度 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 会議 学内会議・委員会 役員会（平成16年度） 総務部総務課総務係 2004年度 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 総務部倉庫 総務部総務課長 廃棄 分冊2
庶務 会議 学内会議・委員会 評議会（平成14年度） 総務部総務課総務係 2002年度 2003/4/1 30年 2033/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄 分冊2
庶務 会議 学内会議・委員会 教育研究評議会（平成17年度） 総務部総務課総務係 2005年度 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 会議 学内会議・委員会 経営協議会（平成17年度） 総務部総務課総務係 2005年度 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄 分冊2
庶務 会議 学内会議・委員会 役員会（平成17年度） 総務部総務課総務係 2005年度 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 総務部倉庫 総務部総務課長 廃棄 分冊2
庶務 会議 学内会議・委員会 評議会（平成15年度） 総務部総務課総務係 2003年度 2004/4/1 30年 2034/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄 分冊2
庶務 会議 学内会議・委員会 教育研究評議会（平成18年度） 総務部総務課総務係 2006年度 2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄 分冊2
庶務 会議 学内会議・委員会 経営協議会（平成18年度） 総務部総務課総務係 2006年度 2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄 分冊2
庶務 会議 学内会議・委員会 役員会（平成18年度） 総務部総務課総務係 2006年度 2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 総務部倉庫 総務部総務課長 廃棄 分冊2
庶務 会議 学内会議・委員会 学長選考関係・意向調査管理委員会（平成18年度） 総務部総務課総務係 2006年度 2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 総括 総括 第二次琉大事件処分取消関係綴り（平成19年度） 総務部総務課総務係 2007年度 2008/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部総務課長 廃棄
庶務 会議 学内会議・委員会 教育研究評議会（平成19年度） 総務部総務課総務係 2007年度 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄 分冊2
庶務 会議 学内会議・委員会 経営協議会（平成19年度） 総務部総務課総務係 2007年度 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄 分冊2
庶務 会議 学内会議・委員会 役員会（平成19年度） 総務部総務課総務係 2007年度 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 総務部倉庫 総務部総務課長 廃棄 分冊2
庶務 会議 学内会議・委員会 教育研究評議会（平成20年度） 総務部総務課総務係 2008年度 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄 分冊2
庶務 会議 学内会議・委員会 経営協議会（平成20年度） 総務部総務課総務係 2008年度 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄 分冊2
庶務 会議 学内会議・委員会 役員会（平成20年度） 総務部総務課総務係 2008年度 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 総務部倉庫 総務部総務課長 廃棄 分冊3
庶務 会議 学内会議・委員会 教育研究評議会（平成21年度） 総務部総務課総務係 2009年度 2010/4/1 30年 2040/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄 分冊2
庶務 会議 学内会議・委員会 経営協議会（平成21年度） 総務部総務課総務係 2009年度 2010/4/1 30年 2040/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄 分冊2
庶務 会議 学内会議・委員会 役員会（平成21年度） 総務部総務課総務係 2009年度 2010/4/1 30年 2040/3/31 紙 総務部倉庫 総務部総務課長 廃棄
庶務 会議 学内会議・委員会 教育研究評議会（平成22年度） 総務部総務企画課総務係 2010年度 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄 分冊2
庶務 会議 学内会議・委員会 経営協議会（平成22年度） 総務部総務企画課総務係 2010年度 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄 分冊2
庶務 会議 学内会議・委員会 役員会（平成22年度） 総務部総務企画課総務係 2010年度 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙 総務部倉庫 総務部総務課長 廃棄 分冊2
庶務 会議 学内会議・委員会 教育研究評議会（平成23年度） 総務部総務企画課総務係 2011年度 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄 分冊2
庶務 会議 学内会議・委員会 経営協議会（平成23年度） 総務部総務企画課総務係 2011年度 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄 分冊2
庶務 会議 学内会議・委員会 部局長等懇談会（平成23年度） 総務部総務企画課総務係 2011年度 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 総務部車庫倉庫 総務部総務課長 廃棄
庶務 会議 学内会議・委員会 役員会（平成23年度） 総務部総務企画課総務係 2011年度 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 総務部倉庫 総務部総務課長 廃棄
庶務 福利厚生 安全管理 安全衛生関係（平成23年度） 総務部総務企画課総務係 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 車庫倉庫 総務部総務課長 廃棄
庶務 会議 学内会議・委員会 教育研究評議会（平成24年度） 総務部総務企画課総務係 2012年度 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄 分冊2
庶務 会議 学内会議・委員会 経営協議会（平成24年度） 総務部総務企画課総務係 2012年度 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄 分冊2
庶務 会議 学内会議・委員会 部局長等懇談会（平成24年度） 総務部総務企画課総務係 2012年度 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 総務部車庫倉庫 総務部総務課長 廃棄
庶務 会議 学内会議・委員会 役員会（平成24年度） 総務部総務企画課総務係 2012年度 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 総務部倉庫 総務部総務課長 廃棄
庶務 会議 学内会議・委員会 論文不正に関わる学長共著論文に関する調査委員会報告書関係（平成24年度） 総務部総務企画課総務係 2012年度 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 総務部車庫倉庫 総務部総務課長 廃棄
施設 文書 その他 ＥＡ（エコアクション）21現地更新審査資料（平成24年度） 総務部総務企画課総務係 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 総務部車庫倉庫 総務部総務課長 廃棄
庶務 会議 学内会議・委員会 教育研究評議会（平成25年度） 総務部総務課総務係 2013年度 2014/4/1 30年 2034/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄 分冊2
庶務 会議 学内会議・委員会 経営協議会（平成25年度） 総務部総務課総務係 2013年度 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄 分冊2
庶務 会議 学内会議・委員会 役員会（平成25年度） 総務部総務課総務係 2013年度 2014/4/1 30年 2034/3/31 紙 総務部倉庫 総務部総務課長 廃棄
庶務 会議 学内会議・委員会 教育研究評議会（平成26年度） 総務部総務課総務係 2014年度 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄 分冊3
庶務 会議 学内会議・委員会 経営協議会（平成26年度） 総務部総務課総務係 2014年度 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄 分冊2
庶務 会議 学内会議・委員会 役員会（平成26年度） 総務部総務課総務係 2014年度 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 総務部倉庫 総務部総務課長 廃棄
庶務 文書 文書管理 博物館関係（平成26年度） 総務部総務課総務係 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 総務部車庫倉庫 総務部総務課長 廃棄
庶務 会議 学内会議・委員会 学長選考会議（平成26年度） 総務部総務課総務係 2014年度 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 会議 学内会議・委員会 教育研究評議会（平成16年度） 総務部総務課総務係 2004年度 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄 分冊2
庶務 会議 学内会議・委員会 経営協議会関係（平成16年度） 総務部総務課総務係 2004年度 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 会議 学内会議・委員会 役員会（平成16年度） 総務部総務課総務係 2004年度 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 総務部倉庫 総務部総務課長 廃棄 分冊2
庶務 会議 学内会議・委員会 評議会（平成14年度） 総務部総務課総務係 2002年度 2003/4/1 30年 2033/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄 分冊2
庶務 会議 学内会議・委員会 教育研究評議会（平成17年度） 総務部総務課総務係 2005年度 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 会議 学内会議・委員会 経営協議会（平成17年度） 総務部総務課総務係 2005年度 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄 分冊2
庶務 会議 学内会議・委員会 役員会（平成17年度） 総務部総務課総務係 2005年度 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 総務部倉庫 総務部総務課長 廃棄 分冊2
庶務 会議 学内会議・委員会 評議会（平成15年度） 総務部総務課総務係 2003年度 2004/4/1 30年 2034/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄 分冊2
庶務 会議 学内会議・委員会 教育研究評議会（平成18年度） 総務部総務課総務係 2006年度 2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄 分冊2
庶務 会議 学内会議・委員会 経営協議会（平成18年度） 総務部総務課総務係 2006年度 2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄 分冊2
庶務 会議 学内会議・委員会 役員会（平成18年度） 総務部総務課総務係 2006年度 2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 総務部倉庫 総務部総務課長 廃棄 分冊2
庶務 会議 学内会議・委員会 学長選考関係・意向調査管理委員会（平成18年度） 総務部総務課総務係 2006年度 2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 総括 総括 第二次琉大事件処分取消関係綴り（平成19年度） 総務部総務課総務係 2007年度 2008/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部総務課長 廃棄
庶務 会議 学内会議・委員会 教育研究評議会（平成19年度） 総務部総務課総務係 2007年度 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄 分冊2
庶務 会議 学内会議・委員会 経営協議会（平成19年度） 総務部総務課総務係 2007年度 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄 分冊2
庶務 会議 学内会議・委員会 役員会（平成19年度） 総務部総務課総務係 2007年度 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 総務部倉庫 総務部総務課長 廃棄 分冊2
庶務 会議 学内会議・委員会 教育研究評議会（平成20年度） 総務部総務課総務係 2008年度 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄 分冊2
庶務 会議 学内会議・委員会 経営協議会（平成20年度） 総務部総務課総務係 2008年度 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄 分冊2
庶務 会議 学内会議・委員会 役員会（平成20年度） 総務部総務課総務係 2008年度 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 総務部倉庫 総務部総務課長 廃棄 分冊3
庶務 会議 学内会議・委員会 教育研究評議会（平成21年度） 総務部総務課総務係 2009年度 2010/4/1 30年 2040/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄 分冊2
庶務 会議 学内会議・委員会 経営協議会（平成21年度） 総務部総務課総務係 2009年度 2010/4/1 30年 2040/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄 分冊2
庶務 会議 学内会議・委員会 役員会（平成21年度） 総務部総務課総務係 2009年度 2010/4/1 30年 2040/3/31 紙 総務部倉庫 総務部総務課長 廃棄
庶務 会議 学内会議・委員会 教育研究評議会（平成22年度） 総務部総務企画課総務係 2010年度 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄 分冊2
庶務 会議 学内会議・委員会 経営協議会（平成22年度） 総務部総務企画課総務係 2010年度 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄 分冊2
庶務 会議 学内会議・委員会 役員会（平成22年度） 総務部総務企画課総務係 2010年度 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙 総務部倉庫 総務部総務課長 廃棄 分冊2
庶務 会議 学内会議・委員会 教育研究評議会（平成23年度） 総務部総務企画課総務係 2011年度 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄 分冊2
庶務 会議 学内会議・委員会 経営協議会（平成23年度） 総務部総務企画課総務係 2011年度 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄 分冊2
庶務 会議 学内会議・委員会 部局長等懇談会（平成23年度） 総務部総務企画課総務係 2011年度 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 総務部車庫倉庫 総務部総務課長 廃棄
庶務 会議 学内会議・委員会 役員会（平成23年度） 総務部総務企画課総務係 2011年度 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 総務部倉庫 総務部総務課長 廃棄
庶務 会議 学内会議・委員会 教育研究評議会（平成24年度） 総務部総務企画課総務係 2012年度 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄 分冊2
庶務 会議 学内会議・委員会 経営協議会（平成24年度） 総務部総務企画課総務係 2012年度 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄 分冊2
庶務 会議 学内会議・委員会 部局長等懇談会（平成24年度） 総務部総務企画課総務係 2012年度 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 総務部車庫倉庫 総務部総務課長 廃棄
庶務 会議 学内会議・委員会 役員会（平成24年度） 総務部総務企画課総務係 2012年度 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 総務部倉庫 総務部総務課長 廃棄
庶務 会議 学内会議・委員会 論文不正に関わる学長共著論文に関する調査委員会報告書関係（平成24年度） 総務部総務企画課総務係 2012年度 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 総務部車庫倉庫 総務部総務課長 廃棄
施設 文書 その他 ＥＡ（エコアクション）21現地更新審査資料（平成24年度） 総務部総務企画課総務係 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 総務部車庫倉庫 総務部総務課長 廃棄
庶務 会議 学内会議・委員会 教育研究評議会（平成25年度） 総務部総務課総務係 2013年度 2014/4/1 30年 2034/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄 分冊2
庶務 会議 学内会議・委員会 経営協議会（平成25年度） 総務部総務課総務係 2013年度 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄 分冊2
庶務 会議 学内会議・委員会 役員会（平成25年度） 総務部総務課総務係 2013年度 2014/4/1 30年 2034/3/31 紙 総務部倉庫 総務部総務課長 廃棄
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庶務 会議 学内会議・委員会 教育研究評議会（平成26年度） 総務部総務課総務係 2014年度 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄 分冊3
庶務 会議 学内会議・委員会 経営協議会（平成26年度） 総務部総務課総務係 2014年度 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄 分冊2
庶務 会議 学内会議・委員会 役員会（平成26年度） 総務部総務課総務係 2014年度 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 総務部倉庫 総務部総務課長 廃棄
庶務 文書 文書管理 博物館関係（平成26年度） 総務部総務課総務係 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 総務部車庫倉庫 総務部総務課長 廃棄
庶務 会議 学内会議・委員会 学長選考会議（平成26年度） 総務部総務課総務係 2014年度 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 会議 学内会議・委員会 教育研究評議会（平成27年度） 総務部総務課総務係 2015年度 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄 分冊2
庶務 会議 学内会議・委員会 学長選考会議（平成27年度） 総務部総務課総務係 2015年度 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 会議 学内会議・委員会 役員会（平成27年度） 総務部総務課総務係 2015年度 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 総務部倉庫 総務部総務課長 廃棄
庶務 会議 学内会議・委員会 経営協議会（平成27年度） 総務部総務課総務係 2015年度 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄 分冊2
庶務 総括 総括 大学マネジメント（平成28年度） 総務部総務課総務係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 車庫倉庫 総務部総務課長 廃棄
庶務 総括 総括 募金関係（平成28年度） 総務部総務課総務係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 車庫倉庫 総務部総務課長 廃棄
庶務 法規 規則 学章・ロゴマーク名称使用関係（平成28年度） 総務部総務課総務係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 車庫倉庫 総務部総務課長 廃棄
庶務 法規 規則 後援名義使用関係（平成28年度） 総務部総務課総務係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 車庫倉庫 総務部総務課長 廃棄
庶務 総括 防災 防火・防災関係（平成28年度） 総務部総務課総務係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 車庫倉庫 総務部総務課長 廃棄
庶務 服務 勤務時間 勤務時間報告・超勤関係（平成28年度） 総務部総務課総務係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 車庫倉庫 総務部総務課長 廃棄
庶務 服務 勤務時間 出勤簿･休暇簿等（平成28年度） 総務部総務課総務係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 旅行 旅行命令 出張申請書・報告書綴（平成28年度） 総務部総務課総務係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 車庫倉庫 総務部総務課長 廃棄
庶務 物品 物品管理 購入依頼書類綴（平成28年度） 総務部総務課総務係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 車庫倉庫 総務部総務課長 廃棄
庶務 文書 文書管理 人事課関係（平成28年度） 総務部総務課総務係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 車庫倉庫 総務部総務課長 廃棄
庶務 文書 文書管理 教育学部関係（平成28年度） 総務部総務課総務係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 車庫倉庫 総務部総務課長 廃棄
庶務 文書 文書管理 財務関係（平成28年度） 総務部総務課総務係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 車庫倉庫 総務部総務課長 廃棄
庶務 文書 文書管理 各種調査・依頼（学内・その他）（平成28年度） 総務部総務課総務係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 車庫倉庫 総務部総務課長 廃棄
庶務 文書 文書管理 文部科学省関係（平成28年度） 総務部総務課総務係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 車庫倉庫 総務部総務課長 廃棄
庶務 第三者評価 法人評価 年度計画・実績報告　管理運営・自己点検評価委員会（平成28年度） 総務部総務課総務係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 車庫倉庫 総務部総務課長 廃棄
庶務 総括 行事 H28年度卒業式H29年度入学式 総務部総務課総務係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 車庫倉庫 総務部総務課長 廃棄
庶務 会議 学内会議・委員会 教育研究評議会（平成28年度） 総務部総務課総務係 2016年度 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 会議 学内会議・委員会 役員FD（平成28年度） 総務部総務課総務係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 車庫倉庫 総務部総務課長 廃棄
庶務 会議 学内会議・委員会 役員会（平成28年度） 総務部総務課総務係 2016年度 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 総務部倉庫 総務部総務課長 廃棄
庶務 会議 学内会議・委員会 経営協議会（平成28年度） 総務部総務課総務係 2016年度 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄 分冊2
庶務 会議 学内会議・委員会 学長選考会議（平成28年度） 総務部総務課総務係 2016年度 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 会議 学内会議・委員会 顧問会議（平成28年度） 総務部総務課総務係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 車庫倉庫 総務部総務課長 廃棄
庶務 会議 学内会議・委員会 行事予定表・定例会議一覧・年末年始関係（平成28年度） 総務部総務課総務係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 車庫倉庫 総務部総務課長 廃棄
庶務 総括 行事 ホームカミングデー（平成28年度） 総務部総務課総務係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 車庫倉庫 総務部総務課長 廃棄
庶務 総括 総括 募金関係（平成29年度） 総務部総務課総務係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 総務部車庫倉庫 総務部総務課長 廃棄
庶務 法規 規則 学章・ロゴマーク名称使用関係（平成29年度） 総務部総務課総務係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 総務部車庫倉庫 総務部総務課長 廃棄
庶務 法規 規則 後援名義使用関係（平成29年度） 総務部総務課総務係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 総括 防災 防火・防災関係（平成29年度） 総務部総務課総務係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 服務 勤務時間 勤務時間報告・超勤関係（平成29年度） 総務部総務課総務係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 総務部車庫倉庫 総務部総務課長 廃棄
庶務 服務 勤務時間 出勤簿･休暇簿等（平成29年度） 総務部総務課総務係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 旅行 旅行命令 出張申請書・報告書綴（平成29年度） 総務部総務課総務係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 総務部車庫倉庫 総務部総務課長 廃棄
庶務 物品 物品管理 購入依頼書類綴（平成29年度） 総務部総務課総務係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 総務部車庫倉庫 総務部総務課長 廃棄
庶務 文書 文書管理 人事課関係（平成29年度） 総務部総務課総務係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 総務部車庫倉庫 総務部総務課長 廃棄
庶務 文書 文書管理 財務関係（平成29年度） 総務部総務課総務係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 総務部車庫倉庫 総務部総務課長 廃棄
庶務 文書 文書管理 各種調査・依頼（学内・その他）（平成29年度） 総務部総務課総務係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 総務部車庫倉庫 総務部総務課長 廃棄
庶務 文書 文書管理 文部科学省関係（平成29年度） 総務部総務課総務係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 総務部車庫倉庫 総務部総務課長 廃棄
庶務 第三者評価 法人評価 年度計画・実績報告　管理運営・自己点検評価委員会（平成29年度） 総務部総務課総務係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 総務部車庫倉庫 総務部総務課長 廃棄
庶務 総括 行事 H29年度卒業式H30年度入学式 総務部総務課総務係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 総務部車庫倉庫 総務部総務課長 廃棄
庶務 会議 学内会議・委員会 教育研究評議会（平成29年度） 総務部総務課総務係 2017年度 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 会議 学内会議・委員会 役員FD（平成29年度） 総務部総務課総務係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 総務部車庫倉庫 総務部総務課長 廃棄
庶務 会議 学内会議・委員会 役員会（平成29年度） 総務部総務課総務係 2017年度 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 総務部倉庫 総務部総務課長 廃棄
庶務 会議 学内会議・委員会 経営協議会（平成29年度） 総務部総務課総務係 2017年度 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄 分冊2
庶務 会議 学内会議・委員会 学長選考会議（平成29年度） 総務部総務課総務係 2017年度 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 会議 学内会議・委員会 顧問会議（平成29年度） 総務部総務課総務係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 総務部車庫倉庫 総務部総務課長 廃棄
庶務 会議 学内会議・委員会 行事予定表・定例会議一覧・年末年始関係（平成29年度） 総務部総務課総務係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 総務部車庫倉庫 総務部総務課長 廃棄
庶務 総括 行事 ホームカミングデー（平成29年度） 総務部総務課総務係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 総務部車庫倉庫 総務部総務課長 廃棄
庶務 総括 総括 ゆいまーる基金関係（平成29年度） 総務部総務課総務係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 会議 学内会議・委員会 学長調整（平成30年度） 総務部総務課総務係 2018年度 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 印刷室 総務部総務課長 廃棄
庶務 総括 総括 募金関係（平成30年度） 総務部総務課総務係 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 総務部車庫倉庫 総務部総務課長 廃棄
庶務 法規 規則 学章・ロゴマーク名称使用関係（平成30年度） 総務部総務課総務係 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 総務部車庫倉庫 総務部総務課長 廃棄
庶務 法規 規則 後援名義使用関係（平成30年度） 総務部総務課総務係 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 総務部車庫倉庫 総務部総務課長 廃棄
庶務 総括 防災 防火・防災関係（平成30年度） 総務部総務課総務係 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 総務部倉庫 総務部総務課長 廃棄
庶務 服務 勤務時間 勤務時間報告・超勤関係（平成30年度） 総務部総務課総務係 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 服務 勤務時間 休暇簿等（平成30年度） 総務部総務課総務係 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 旅行 旅行命令 出張申請書・報告書綴（平成30年度） 総務部総務課総務係 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 総務部車庫倉庫 総務部総務課長 廃棄
庶務 物品 物品管理 購入依頼書類綴（平成30年度） 総務部総務課総務係 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 総務部車庫倉庫 総務部総務課長 廃棄
庶務 会議 学内会議・委員会 事務協議会（平成30年度） 総務部総務課総務係 2018年度 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 印刷室 総務部総務課長 廃棄
庶務 文書 文書管理 人事課関係（平成30年度） 総務部総務課総務係 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 文書 文書管理 財務関係（平成30年度） 総務部総務課総務係 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 総務部車庫倉庫 総務部総務課長 廃棄
庶務 文書 文書管理 各種調査・依頼（学内・その他）（平成30年度） 総務部総務課総務係 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 総務部車庫倉庫 総務部総務課長 廃棄
庶務 文書 文書管理 文部科学省関係（平成30年度） 総務部総務課総務係 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 総務部車庫倉庫 総務部総務課長 廃棄
庶務 第三者評価 法人評価 年度計画・実績報告　管理運営・自己点検評価委員会（平成30年度） 総務部総務課総務係 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 総務部車庫倉庫 総務部総務課長 廃棄
庶務 総括 行事 H30卒業式H31年度入学式 総務部総務課総務係 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 総務部車庫倉庫 総務部総務課長 廃棄
庶務 会議 学内会議・委員会 教育研究評議会（平成30年度） 総務部総務課総務係 2018年度 2019/4/1 30年 2049/3/31 紙 総務部車庫倉庫 総務部総務課長 廃棄 分冊2
庶務 会議 学内会議・委員会 役員FD（平成30年度） 総務部総務課総務係 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 総務部車庫倉庫 総務部総務課長 廃棄
庶務 会議 学内会議・委員会 部長連絡会（平成30年度） 総務部総務課総務係 2018年度 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 印刷室 総務部総務課長 廃棄
庶務 会議 学内会議・委員会 役員会（平成30年度） 総務部総務課総務係 2018年度 2019/4/1 30年 2049/3/31 紙 総務部倉庫 総務部総務課長 廃棄
庶務 会議 学内会議・委員会 経営協議会（平成30年度） 総務部総務課総務係 2018年度 2019/4/1 30年 2049/3/31 紙 総務部車庫倉庫 総務部総務課長 廃棄 分冊2
庶務 会議 学内会議・委員会 学長選考会議（平成30年度） 総務部総務課総務係 2018年度 2019/4/1 30年 2049/3/31 紙 総務部車庫倉庫 総務部総務課長 廃棄
庶務 会議 学内会議・委員会 顧問会議（平成30年度） 総務部総務課総務係 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 総務部車庫倉庫 総務部総務課長 廃棄
庶務 会議 学内会議・委員会 行事予定表・定例会議一覧・年末年始関係（平成30年度） 総務部総務課総務係 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 総務部車庫倉庫 総務部総務課長 廃棄
庶務 総括 行事 ホームカミングデー（平成30年度） 総務部総務課総務係 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 総務部車庫倉庫 総務部総務課長 廃棄
庶務 総括 総括 ゆいまーる基金関係（平成30年度） 総務部総務課総務係 2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 総括 行事 人文社会学部･国際地域創造学部設置式典（平成３０年度） 総務部総務課総務係 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 総務部車庫倉庫 総務部総務課長 廃棄



大分類 中分類 小分類 法人文書ファイル名 作成・取得者
作成（取得）
時期

保存期間の
起算日

保存期間 保存期間満了日
媒体の
種別

保存場所 文書管理者
保存期間
満了時の
措置

備考

庶務 総括 行事 学長退任・就任関係（平成３０年度～平成３１年度・令和元年度） 総務部総務課総務係 2018年度 2020/4/1 6年 2026/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 総括 総括 募金関係（平成31年度･令和元年度） 総務部総務課総務係 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 法規 規則 後援名義使用関係（平成31年度･令和元年度） 総務部総務課総務係 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄 分冊2
庶務 総括 防災 防火・防災関係（平成31年度･令和元年度） 総務部総務課総務係 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 服務 勤務時間 勤務時間報告・超勤関係（平成31年度･令和元年度） 総務部総務課総務係 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 服務 勤務時間 休暇簿等（平成３１年度･令和元年度） 総務部総務課総務係 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 旅行 旅行命令 出張申請書・報告書綴（平成31年度･令和元年度） 総務部総務課総務係 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 物品 物品管理 購入依頼書類綴（平成31年度･令和元年度） 総務部総務課総務係 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 会議 学内会議・委員会 事務協議会（平成31年度･令和元年度） 総務部総務課総務係 2019年度 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 文書 文書管理 人事課関係（平成31年度･令和元年度） 総務部総務課総務係 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 文書 文書管理 財務関係（平成31年度･令和元年度） 総務部総務課総務係 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 文書 文書管理 各種調査・依頼（学内・その他）（平成31年度･令和元年度） 総務部総務課総務係 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄 分冊2
庶務 文書 文書管理 文部科学省関係（平成31年度･令和元年度） 総務部総務課総務係 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 文書 文書管理 顧問･特別顧問関係（平成31年度･令和元年度） 総務部総務課総務係 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 第三者評価 法人評価 年度計画・実績報告　管理運営・自己点検評価委員会（平成31年度･令和元年度） 総務部総務課総務係 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 総括 行事 令和元年度卒業式令和２年度入学式 総務部総務課総務係 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 会議 学内会議・委員会 教育研究評議会（平成31年度･令和元年度） 総務部総務課総務係 2019年度 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 会議 学内会議・委員会 役員等懇談会（平成31年度･令和元年度） 総務部総務課総務係 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄 分冊4
庶務 会議 学内会議・委員会 部長連絡会（平成31年度･令和元年度） 総務部総務課総務係 2019年度 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄 分冊2
庶務 会議 学内会議・委員会 役員会（平成31年度･令和元年度） 総務部総務課総務係 2019年度 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄 分冊2
庶務 会議 学内会議・委員会 経営協議会（平成31年度･令和元年度） 総務部総務課総務係 2019年度 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄 分冊2
庶務 会議 学内会議・委員会 学長選考会議（平成31年度･令和元年度） 総務部総務課総務係 2019年度 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 会議 学内会議・委員会 行事予定表・定例会議一覧・年末年始関係（平成31年度･令和元年度） 総務部総務課総務係 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 総括 行事 ホームカミングデー（平成31年度･令和元年度） 総務部総務課総務係 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 総括 総括 ゆいまーる基金関係（平成31年度・令和元年度） 総務部総務課総務係 2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 会議 学内会議・委員会 監事候補者選考会議 総務部総務課総務係 2019年度 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 総務部倉庫 総務部総務課長 廃棄
庶務 法規 規則 後援名義使用関係（令和2年度） 総務部総務課総務係 2020年度 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 総務部倉庫 総務部総務課長 廃棄
庶務 総括 防災 防火・防災関係（令和2年度） 総務部総務課総務係 2020年度 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 総務部倉庫 総務部総務課長 廃棄
庶務 服務 勤務時間 勤務時間報告・超勤関係（令和2年度） 総務部総務課総務係 2020年度 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 総務部倉庫 総務部総務課長 廃棄
庶務 服務 勤務時間 休暇簿等（令和2年度） 総務部総務課総務係 2020年度 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 総務部倉庫 総務部総務課長 廃棄
庶務 旅行 旅行命令 出張申請書・報告書綴（令和2年度） 総務部総務課総務係 2020年度 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 総務部倉庫 総務部総務課長 廃棄
庶務 物品 物品管理 購入依頼書類綴（令和2年度） 総務部総務課総務係 2020年度 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 総務部倉庫 総務部総務課長 廃棄
庶務 会議 学内会議・委員会 事務協議会（令和2年度） 総務部総務課総務係 2020年度 2021/4/1 3年 2024/3/31 紙 総務部倉庫 総務部総務課長 廃棄
庶務 文書 文書管理 人事課関係（令和2年度） 総務部総務課総務係 2020年度 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 総務部倉庫 総務部総務課長 廃棄
庶務 文書 文書管理 財務関係（令和2年度） 総務部総務課総務係 2020年度 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 総務部倉庫 総務部総務課長 廃棄
庶務 文書 文書管理 各種調査・依頼（学内・その他）（令和2年度） 総務部総務課総務係 2020年度 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 総務部倉庫 総務部総務課長 廃棄 分冊2
庶務 文書 文書管理 文部科学省関係（令和2年度） 総務部総務課総務係 2020年度 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 総務部倉庫 総務部総務課長 廃棄
庶務 第三者評価 法人評価 年度計画・実績報告　管理運営・自己点検評価委員会（令和2年度） 総務部総務課総務係 2020年度 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 総務部倉庫 総務部総務課長 廃棄
庶務 総括 行事 令和2年度卒業式、令和3年度入学式 総務部総務課総務係 2020年度 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 総務部倉庫 総務部総務課長 廃棄
庶務 会議 学内会議・委員会 教育研究評議会（令和2年度） 総務部総務課総務係 2020年度 2021/4/1 30年 2051/3/31 紙 総務部倉庫 総務部総務課長 廃棄 分冊2
庶務 会議 学内会議・委員会 役員等懇談会（令和2年度） 総務部総務課総務係 2020年度 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 総務部倉庫 総務部総務課長 廃棄 分冊5
庶務 会議 学内会議・委員会 部長連絡会（令和2年度） 総務部総務課総務係 2020年度 2021/4/1 3年 2024/3/31 紙 総務部倉庫 総務部総務課長 廃棄 分冊1
庶務 会議 学内会議・委員会 役員会（令和2年度） 総務部総務課総務係 2020年度 2021/4/1 30年 2051/3/31 紙 総務部倉庫 総務部総務課長 廃棄 分冊2
庶務 会議 学内会議・委員会 経営協議会（令和2年度） 総務部総務課総務係 2020年度 2021/4/1 30年 2051/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄 分冊2
庶務 会議 学内会議・委員会 学長選考会議（令和2年度） 総務部総務課総務係 2020年度 2021/4/1 30年 2051/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 会議 学内会議・委員会 行事予定表・定例会議一覧・年末年始関係（令和2年度） 総務部総務課総務係 2020年度 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 総務部倉庫 総務部総務課長 廃棄
庶務 総括 総括 内部統制チェックリスト 総務部総務課長代理 2020年度 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 会議 学内会議・委員会 監事候補者選考会議 総務部総務課総務係 2020年度 2021/4/1 30年 2051/3/31 紙 総務部倉庫 総務部総務課長 廃棄
庶務 総括 総括 国立大学法人・ガバナンスコード 総務部総務課総務係 2020年度 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 総括 総括 怪文書（令和2年度） 総務部総務課総務係 2020年度 2021/4/1 1年 2022/4/1 紙 総務部倉庫 総務部総務課長 廃棄
庶務 会議 学内会議・委員会 雑件（令和2年度） 総務部総務課総務係 2020年度 2021/4/1 1年 2022/4/1 紙 総務部倉庫 総務部総務課長 廃棄
庶務 総括 行事 定年退職者等歓送会（平成29年度） 総務部総務課総務係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 総括 行事 定年退職者等歓送会（平成30年度） 総務部総務課総務係 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 総括 行事 定年退職者等歓送会（平成31年度･令和元年度） 総務部総務課総務係 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 総括 行事 定年退職者等歓送会（令和2年度） 総務部総務課総務係 2020年度 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 総括 行事 午餐会関係（平成27年度） 総務部総務課総務係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 総括 行事 午餐会関係（平成28年度） 総務部総務課総務係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 総括 行事 午餐会関係（平成29年度） 総務部総務課総務係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 総括 行事 午餐会関係（平成30年度） 総務部総務課総務係 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 総括 行事 午餐会関係（平成31年度・令和元年度） 総務部総務課総務係 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 総括 学内会議・委員会 九州地区国立大学等総務部課長会議（平成28年度） 総務部総務課総務係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 総括 学内会議・委員会 九州地区国立大学等総務部課長会議（平成29年度） 総務部総務課総務係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 総括 学内会議・委員会 九州地区国立大学等総務部課長会議（平成30年度） 総務部総務課総務係 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 総括 学内会議・委員会 九州地区国立大学等総務部課長会議（平成31年度･令和元年度） 総務部総務課総務係 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 総括 学内会議・委員会 九州地区国立大学等総務部課長会議（令和2年度） 総務部総務課総務係 2020年度 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 総括 行事 認証評価関連資料（平成28年度） 総務部総務課総務係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 総括 行事 認証評価関連資料（平成29年度） 総務部総務課総務係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 総括 行事 認証評価関連資料（平成30年度） 総務部総務課総務係 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 総括 学内会議・委員会 名誉博士関係（平成28年度） 総務部総務課総務係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 車庫倉庫 総務部総務課長 廃棄
庶務 総括 学内会議・委員会 名誉博士関係（平成29年度） 総務部総務課総務係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 総務部車庫倉庫 総務部総務課長 廃棄
庶務 総括 学内会議・委員会 名誉博士関係（平成30年度） 総務部総務課総務係 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 総括 行事 西原まつり（平成28年度） 総務部総務課総務係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 総括 行事 西原まつり（平成29年度） 総務部総務課総務係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 総括 行事 西原まつり（平成30年度） 総務部総務課総務係 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 総括 行事 西原まつり（平成31年度･令和元年度） 総務部総務課総務係 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 総括 総括 献血関係（平成28年度） 総務部総務課総務係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 総括 総括 献血関係（平成29年度） 総務部総務課総務係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 総括 総括 献血関係（平成30年度） 総務部総務課総務係 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 総括 総括 献血関係（平成31年度･令和元年度） 総務部総務課総務係 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 総括 総括 献血関係（令和2年度） 総務部総務課総務係 2020年度 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 総括 支出関係事務 タクシーチケット関係（平成28年度） 総務部総務課総務係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 総括 支出関係事務 タクシーチケット関係（平成29年度） 総務部総務課総務係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 総括 支出関係事務 タクシーチケット関係（平成30年度） 総務部総務課総務係 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
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庶務 総括 支出関係事務 タクシーチケット関係（平成31年度･令和元年度） 総務部総務課総務係 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 総括 学外会議 沖縄国家機関連絡会（琉球大学当番）（平成30年度） 総務部総務課総務係 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 総括 総括 危機管理マニュアル関係（平成28年度） 総務部総務課総務係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 総括 総括 危機管理マニュアル関係（平成29年度） 総務部総務課総務係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 総括 学内会議・委員会 危機管理対策検討委員会（平成28年度） 総務部総務課総務係 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 総括 総括 避難訓練（緊急地震速報）（平成27年度） 総務部総務課総務係 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 文書 文書管理 施設関係（平成28年度） 総務部総務課総務係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 文書 文書管理 施設関係（平成29年度） 総務部総務課総務係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 文書 文書管理 施設関係（平成30年度） 総務部総務課総務係 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 文書 文書管理 施設関係（平成31年度・令和元年度） 総務部総務課総務係 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 文書 文書管理 施設関係（令和2年度） 総務部総務課総務係 2020年度 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
会計 外部資金 寄附金 寄附金・寄附財産関係(平成29年度) 総務部総務課総務係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 総括 総括 沖縄県キャンパスバス中城村コミュニティーバス（平成28年度） 総務部総務課総務係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 総括 文書管理 東京オリンピック関係（平成28年度） 総務部総務課総務係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 総括 文書管理 東京オリンピック関係（平成29年度） 総務部総務課総務係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 総括 文書管理 東京オリンピック関係（令和2年度） 総務部総務課総務係 2020年度 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 会議 学内会議・委員会 東京オフィス運営協議会（平成27年度） 総務部総務課総務係 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 会議 学内会議・委員会 東京オフィス運営協議会（平成30年度） 総務部総務課総務係 2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 総括 学外会議 沖縄国家機関連絡会（平成28年度） 総務部総務課総務係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 総括 学外会議 沖縄国家機関連絡会（平成29年度） 総務部総務課総務係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 総括 学外会議 沖縄国家機関連絡会（平成30年度） 総務部総務課総務係 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 総括 学外会議 沖縄国家機関連絡会（平成31年度･令和元年度） 総務部総務課総務係 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 総括 学外会議 沖縄国家機関連絡会（令和2年度） 総務部総務課総務係 2020年度 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 総括 総括 事件・事故報告（平成28年度） 総務部総務課総務係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 総括 総括 事件・事故報告（平成29年度） 総務部総務課総務係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 総括 総括 事件・事故報告（平成31年度･令和元年度） 総務部総務課総務係 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 調査 その他調査 「事業所・企業統計調査」経済センサス活動調査（平成28年度） 総務部総務課総務係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 調査 その他調査 「事業所・企業統計調査」経済センサス活動調査（令和2年度） 総務部総務課総務係 2020年度 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 総括 総括 公用車運転登録関係（平成28年度） 総務部総務課総務係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 総括 総括 公用車運転登録関係（平成29年度） 総務部総務課総務係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 総括 総括 公用車運転登録関係（平成30年度） 総務部総務課総務係 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 総括 総括 公用車運転登録関係（平成31年度･令和元年度） 総務部総務課総務係 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 総括 総括 公用車運転登録関係（令和2年度） 総務部総務課総務係 2020年度 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 総括 総括 資産・備品関係・固定資産実査・減損調査（平成28年度） 総務部総務課総務係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 総括 総括 資産・備品関係・固定資産実査・減損調査（平成29年度） 総務部総務課総務係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 総括 総括 資産・備品関係・固定資産実査・減損調査（平成30年度） 総務部総務課総務係 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 総括 総括 資産・備品関係・固定資産実査・減損調査（平成31年度･令和元年度） 総務部総務課総務係 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 総括 総括 資産・備品関係・固定資産実査・減損調査（令和2年度） 総務部総務課総務係 2020年度 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 総括 総括 写真転載許可関係（平成28年度） 総務部総務課総務係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 総括 総括 写真転載許可関係（平成29年度） 総務部総務課総務係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 総括 総括 写真転載許可関係（平成30年度） 総務部総務課総務係 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 総括 総括 写真転載許可関係（平成31年度･令和元年度） 総務部総務課総務係 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 総括 総括 理事（総務・財務・施設担当）への引き継書（平成27年度） 総務部総務課総務係 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 総括 総括 総務部長引継ぎ関係（平成26年度） 総務部総務課総務係 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 総括 総括 所管事項説明（学長）（平成31年度・令和元年度） 総務部総務課総務係 2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 総括 総括 所管事項説明（理事）（平成31年度・令和元年度） 総務部総務課総務係 2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 総括 文書管理 感謝状関係（平成30年度） 総務部総務課総務係 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 総括 文書管理 感謝状関係（平成31年度・令和元年度） 総務部総務課総務係 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 総括 総括 授業目的公衆送信保証金制度（令和2年度） 総務部総務課総務係 2020年度 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 総括 総括 琉球大学跡・医学部跡　記念碑関係（平成28年度） 総務部総務課総務係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 総括 総括 琉球大学跡・医学部跡　記念碑関係（平成29年度） 総務部総務課総務係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 総括 総括 琉球大学跡・医学部跡　記念碑関係（平成30年度） 総務部総務課総務係 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 総括 総括 琉球大学跡・医学部跡　記念碑関係（令和2年度） 総務部総務課総務係 2020年度 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 総括 文書管理 大学史資料室関係（平成26年度） 総務部総務課総務係 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 総括 文書管理 大学史資料室関係（平成27年度） 総務部総務課総務係 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 総括 文書管理 大学史資料室関係（平成28年度） 総務部総務課総務係 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 総括 総括 大学マネジメント（平成28年度） 総務部総務課総務係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 総括 総括 大学マネジメント（平成29年度） 総務部総務課総務係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 総括 総括 大学マネジメント（平成30年度） 総務部総務課総務係 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 総括 総括 大学マネジメント（平成31年度･令和元年度） 総務部総務課総務係 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 総括 総括 大学マネジメント（令和2年度） 総務部総務課総務係 2020年度 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 総括 行事 開学50周年記念事業関係（平成12年度） 総務部総務課 2000年度 2001/4/1 30年 2031/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄 分冊7
庶務 総括 行事 開学60周年記念事業関係（平成22年度） 総務部総務課 2010年度 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄 分冊11
庶務 総括 行事 開学70周年記念事業関係（平成29年度） 総務部総務課 2016年度 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 総括 行事 開学70周年記念事業（記念誌関係①）（平成30年度） 総務部総務課 2017年度 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 総括 行事 開学70周年記念事業（経費関係）（平成30年度） 総務部総務課 2018年度 2019/4/1 30年 2049/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 総括 行事 開学70周年記念事業（記念誌関係②）（平成31年度・令和元年度） 総務部総務課 2019年度 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 総括 行事 開学70周年記念事誌　原稿（平成31年度・令和元年度） 総務部総務課 2019年度 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 総括 行事 開学70周年記念事業（平成31年度・令和元年度） 総務部総務課 2019年度 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄 分冊2
庶務 総括 行事 開学70周年記念式典関係（令和2年度） 総務部総務課 2020年度 2021/4/1 30年 2051/3/31 紙 総務部倉庫 総務部総務課長 廃棄

庶務 総括 総括 新型コロナウイルス感染症対策関係（令和2年度） 総務部総務課 2020年度 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 移管
分冊４
新型コロナウイルス感
染症対応関係

庶務 調査 指定統計調査 毎月勤労統計調査(平成27年度） 総務部総務課法規文書係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 印刷室 総務部総務課長 廃棄
庶務 調査 指定統計調査 毎月勤労統計調査(平成28年度） 総務部総務課法規文書係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 調査 指定統計調査 毎月勤労統計調査(平成29年度） 総務部総務課法規文書係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 調査 指定統計調査 毎月勤労統計調査(平成30年度） 総務部総務課法規文書係 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 調査 指定統計調査 毎月勤労統計調査(平成31・令和元年度） 総務部総務課法規文書係 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 調査 指定統計調査 毎月勤労統計調査(令和2年度） 総務部総務課法規文書係 2020年度 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 総括 その他 郵便切手受払簿（平成27年度） 総務部総務課法規文書係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 印刷室 総務部総務課長 廃棄
庶務 総括 その他 郵便切手受払簿（平成28年度） 総務部総務課法規文書係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 車庫倉庫 総務部総務課長 廃棄
庶務 総括 その他 郵便切手受払簿（平成29年度） 総務部総務課法規文書係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 総務部倉庫 総務部総務課長 廃棄
庶務 総括 その他 郵便切手受払簿（平成30年度） 総務部総務課法規文書係 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
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庶務 総括 その他 郵便切手受払簿（平成31・令和元年度） 総務部総務課法規文書係 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 総括 その他 郵便切手受払簿（令和2年度） 総務部総務課法規文書係 2020年度 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 文書 文書管理 郵便料金関係（平成27年度） 総務部総務課法規文書係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 印刷室 総務部総務課長 廃棄
庶務 文書 文書管理 郵便料金関係（平成28年度） 総務部総務課法規文書係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 文書 文書管理 郵便料金関係（平成29年度） 総務部総務課法規文書係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 文書 文書管理 郵便料金関係（平成30年度） 総務部総務課法規文書係 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 文書 文書管理 郵便料金関係（平成31・令和元年度） 総務部総務課法規文書係 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 文書 文書管理 郵便料金関係（令和2年度） 総務部総務課法規文書係 2020年度 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 総括 総括 国立大学法人登記関係（平成15年度） 総務部総務課 2003年度 2004/4/1 無期限 無期限 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 総括 総括 国立大学法人登記関係（平成16年度） 総務部総務課 2004年度 2005/4/1 無期限 無期限 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 総括 総括 国立大学法人登記関係（平成17年度） 総務部総務課 2005年度 2006/4/1 無期限 無期限 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 総括 総括 国立大学法人登記関係（平成19年度） 総務部総務課 2007年度 2008/4/1 無期限 無期限 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 総括 総括 国立大学法人登記関係（平成24年度） 総務部総務課 2012年度 2013/4/1 無期限 無期限 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 総括 総括 国立大学法人登記関係（平成25年度） 総務部総務課 2013年度 2014/4/1 無期限 無期限 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 総括 総括 国立大学法人登記関係（平成28年度） 総務部総務課 2016年度 2017/4/1 無期限 無期限 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 総括 総括 国立大学法人登記関係（平成29年度） 総務部総務課 2017年度 2018/4/1 無期限 無期限 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 総括 総括 国立大学法人登記関係（平成31･令和元年度） 総務部総務課 2019年度 2020/4/1 無期限 無期限 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 総括 総括 電子証明書等管理簿（平成25年度） 総務部総務課法規文書係 2013年度 2014/4/1 無期限 無期限 紙 総務部総務課金庫 総務部総務課長 廃棄
庶務 総括 総括 電子証明書等管理簿（平成28年度） 総務部総務課法規文書係 2016年度 2017/4/1 無期限 無期限 紙 総務部総務課金庫 総務部総務課長 廃棄
庶務 総括 総括 電子証明書等管理簿（令和元年度） 総務部総務課法規文書係 2019年度 2020/4/1 無期限 無期限 紙 総務部総務課金庫 総務部総務課長 廃棄
庶務 総括 総括 電子証明書等使用簿（平成25年度） 総務部総務課法規文書係 2013年度 2014/4/1 無期限 無期限 紙 総務部総務課金庫 総務部総務課長 廃棄
庶務 総括 総括 電子証明書等使用簿（平成26年度） 総務部総務課法規文書係 2014年度 2015/4/1 無期限 無期限 紙 総務部総務課金庫 総務部総務課長 廃棄
庶務 総括 総括 電子証明書等使用簿（平成27年度） 総務部総務課法規文書係 2015年度 2016/4/1 無期限 無期限 紙 総務部総務課金庫 総務部総務課長 廃棄
庶務 総括 総括 電子証明書等使用簿（平成28年度） 総務部総務課法規文書係 2016年度 2017/4/1 無期限 無期限 紙 総務部総務課金庫 総務部総務課長 廃棄
庶務 総括 総括 電子証明書等使用簿（平成29年度） 総務部総務課法規文書係 2017年度 2018/4/1 無期限 無期限 紙 総務部総務課金庫 総務部総務課長 廃棄
庶務 総括 総括 電子証明書等使用簿（平成30年度） 総務部総務課法規文書係 2018年度 2019/4/1 無期限 無期限 紙 総務部総務課金庫 総務部総務課長 廃棄
庶務 総括 総括 電子証明書等使用簿（平成31･令和元年度） 総務部総務課法規文書係 2019年度 2020/4/1 無期限 無期限 紙 総務部総務課金庫 総務部総務課長 廃棄
庶務 総括 総括 電子証明書等使用簿（令和2年度） 総務部総務課法規文書係 2020年度 2021/4/1 無期限 無期限 紙 総務部総務課金庫 総務部総務課長 廃棄
庶務 総括 総括 印鑑カード貸出記録簿（平成23年度） 総務部総務課法規文書係 2011年度 2012/4/1 無期限 無期限 紙 総務部総務課金庫 総務部総務課長 廃棄
庶務 総括 総括 印鑑カード貸出記録簿（平成24年度） 総務部総務課法規文書係 2012年度 2013/4/1 無期限 無期限 紙 総務部総務課金庫 総務部総務課長 廃棄
庶務 総括 総括 印鑑カード貸出記録簿（平成25年度） 総務部総務課法規文書係 2013年度 2014/4/1 無期限 無期限 紙 総務部総務課金庫 総務部総務課長 廃棄
庶務 総括 総括 印鑑カード貸出記録簿（平成26年度） 総務部総務課法規文書係 2014年度 2015/4/1 無期限 無期限 紙 総務部総務課金庫 総務部総務課長 廃棄
庶務 総括 総括 印鑑カード貸出記録簿（平成27年度） 総務部総務課法規文書係 2015年度 2016/4/1 無期限 無期限 紙 総務部総務課金庫 総務部総務課長 廃棄
庶務 総括 総括 印鑑カード貸出記録簿（平成28年度） 総務部総務課法規文書係 2016年度 2017/4/1 無期限 無期限 紙 総務部総務課金庫 総務部総務課長 廃棄
庶務 総括 総括 印鑑カード貸出記録簿（平成29年度） 総務部総務課法規文書係 2017年度 2018/4/1 無期限 無期限 紙 総務部総務課金庫 総務部総務課長 廃棄
庶務 総括 総括 印鑑カード貸出記録簿（平成30年度） 総務部総務課法規文書係 2018年度 2019/4/1 無期限 無期限 紙 総務部総務課金庫 総務部総務課長 廃棄
庶務 総括 総括 印鑑カード貸出記録簿（平成31･令和元年度） 総務部総務課法規文書係 2019年度 2020/4/1 無期限 無期限 紙 総務部総務課金庫 総務部総務課長 廃棄
庶務 総括 総括 印鑑カード貸出記録簿（令和2年度） 総務部総務課法規文書係 2020年度 2021/4/1 無期限 無期限 紙 総務部総務課金庫 総務部総務課長 廃棄
庶務 総括 訴訟 捜査関係事項（平成24年度） 総務課長 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 総括 訴訟 捜査関係事項（平成25年度） 総務課長 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 総括 訴訟 捜査関係事項（平成26年度） 総務課長 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 総括 訴訟 捜査関係事項（令和2年度） 総務課長 2020年度 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 総括 訴訟 顧問弁護士関係（平成27年度） 総務部総務課法規文書係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 総括 訴訟 顧問弁護士関係（平成28年度） 総務部総務課法規文書係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 総括 訴訟 顧問弁護士関係(平成29年度） 総務部総務課法規文書係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 総括 訴訟 顧問弁護士関係(平成30年度） 総務部総務課法規文書係 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 総括 訴訟 顧問弁護士関係(平成31･令和元年度） 総務部総務課法規文書係 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 総括 訴訟 顧問弁護士関係(令和2年度） 総務部総務課法規文書係 2020年度 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄

庶務 総括 訴訟 土地所有権移転登記手続等請求事件（昭和57年（ワ）第664号）（昭和58年（ワ）第202号） 総務課長 1982年度 1991/4/1 無期限 無期限 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄

当初の保存期間満了
日：２０２１年３月３１日
延長期間：無期限
延長の理由：訴訟用務
に必要とするため

庶務 総括 訴訟 損害賠償請求事件（平成5年（ワ）第209号） 総務課長 2000年度 2002/4/1 30年 2032/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄 分冊2
庶務 総括 訴訟 損害賠償請求事件（平成8年（ワ）第218号） 総務課長 1995年度 2001/4/1 30年 2031/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 総括 訴訟 地位保全仮処分命令申立事件（平成10年（ヨ）第74号） 総務課長 1998年度 1999/4/1 30年 2029/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 総括 訴訟 損害賠償請求事件（平成11年（ワ）第387号） 総務課長 1999年度 2000/4/1 30年 2030/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 総括 訴訟 損害賠償請求事件（平成11年（ワ）第818号） 総務課長 1999年度 2002/4/1 30年 2032/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄 分冊2
庶務 総括 訴訟 損害賠償調停事件（平成13年（ノ）第1021号） 総務課長 2001年度 2002/4/1 30年 2032/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 総括 訴訟 損害賠償請求事件控訴事件（平成12年（ワ）第657号）（平成19年（ネ）第44号） 総務課長 2006年度 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 総括 訴訟 行政処分取消請求事件（平成14年行（コ）第2号）（平成15年（行ツ）第47号） 総務課長 2002年度 2004/4/1 30年 2034/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 総括 訴訟 損害賠償請求事件（平成15年（ネ）第50号）（平成16年（オ）第147号）（平成16年（受）第134 総務課長 2003年度 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 総括 訴訟 慰謝料請求事件（平成16年（ワ）第401号） 総務課長 2004年度 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄 分冊2
庶務 総括 訴訟 訴訟関係（平成16年度） 総務課長 2004年度 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄 分冊2
庶務 総括 訴訟 損害賠償請求事件（平成17年（ワ）第752号） 総務課長 2005年度 2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 総括 訴訟 損害賠償請求事件（平成18年（ワ）第1024号） 総務課長 2006年度 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 総括 訴訟 損害賠償請求事件（平成18年（ワ）第1162号） 総務課長 2006年度 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 総括 訴訟 損害賠償控訴事件（平成18年（ネ）第27号）（平成18年（オ）第1860号）（平成18年（受）第2136 総務課長 2006年度 2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 総括 訴訟 仮処分申立事件（平成18年（ヨ）第25号） 総務課長 2005年度 2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 総括 訴訟 法律紛争関係（平成18年度） 総務課長 2006年度 2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 総括 訴訟 執行停止仮処分申立事件（平成19年（ヨ）第171号） 総務課長 2007年度 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 総括 訴訟 仮処分申立事件（平成19年（ヨ）第23号） 総務課長 2006年度 2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 総括 訴訟 無効確認等請求事件（平成19年（ワ）第1099号）（平成20年（ネ）第186号） 総務課長 2007年度 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 総括 訴訟 損害賠償請求事件（平成19年（ハ）第16636号）（平成20年（ワ）第367号） 総務課長 2007年度 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄 分冊2
庶務 総括 訴訟 損害賠償控訴事件（平成20年（ネ）第86号） 総務課長 2008年度 2010/4/1 30年 2040/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 総括 訴訟 損害賠償請求事件（平成20年（ワ）第1945号） 総務課長 2006年度 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 総括 訴訟 地位保全仮処分命令申立事件（平成22年（ヨ）第107号） 総務企画課長 2010年度 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄 分冊3
庶務 総括 訴訟 損害賠償請求事件（平成23年（ワ）第219号） 総務企画課長 2011年度 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄 分冊2
庶務 総括 訴訟 不当利得返還請求事件（平成23年（ワ）第415号） 総務企画課長 2011年度 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 総括 訴訟 破産手続開始申立事件（平成24年（フ）第48号） 総務企画課長 2011年度 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 総括 訴訟 地位保全仮処分申立事件（平成24年（ヨ）第143号） 総務課長 2012年度 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 総括 訴訟 退職手当金請求事件（平成24年（ワ）第627号） 総務課長 2012年度 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄 分冊2
庶務 総括 訴訟 仮処分命令申立事件（平成24年（ヨ）第130号）（平成25年（ラ）第18号） 総務課長 2012年度 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄 分冊2
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庶務 総括 訴訟 損害賠償等請求調停事件（平成25年（ノ）第80号） 総務課長 2013年度 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 総括 訴訟 地位保全仮処分命令申立事件（平成25年（ヨ）第35号） 総務課長 2012年度 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 総括 訴訟 損害賠償請求事件（平成26年（ワ）第373号） 総務部総務課法規文書係 2014年度 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄

庶務 総括 訴訟
損害賠償請求事件（平成24年（ワ）第48号）（平成25年（ネ）第70号）（平成26年（オ）第1500
号）（平成26年（受）第1916号）

総務課長 2011年度 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄

庶務 総括 訴訟 損害賠償請求事件（平成27年（ワ）第477号） 総務部総務課法規文書係 2015年度 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 総括 訴訟 無効確認請求事件（平成30年（ワ）第578号） 総務部総務課法規文書係 2018年度 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄 分冊6
庶務 総括 訴訟 損害賠償請求事件（平成30年（ワ）第143号） 総務部総務課法規文書係 2018年度 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄 分冊2
庶務 総括 訴訟 損害賠償請求調停事件（平成29年（ノ）第14号）（平成29年（ノ）第99号）（平成31年（ハ）第602 総務部総務課法規文書係 2016年度 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 総括 訴訟 損害賠償請求事件（平成29年（ワ）第780号）（令和2年（ワネ）第6号） 総務部総務課法規文書係 2017年度 未完 30年 未完 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄 分冊6
庶務 総括 訴訟 懲戒処分執行停止仮処分命令申立事件（令和2年（ヨ）第92号）（令和2年（ラ）第12号） 総務部総務課法規文書係 2020年度 2021/4/1 30年 2051/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄 分冊2
庶務 総括 訴訟 地位確認等仮処分命令申立事件（令和2年（ヨ）第85号） 総務部総務課法規文書係 2020年度 2021/4/1 30年 2051/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 総括 訴訟 契約雇用上の権利を有する地位確認等請求事件（令和3年（ワ）第18号） 総務部総務課法規文書係 2020年度 未完 30年 未完 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 総括 訴訟 損害賠償請求事件（令和３年（ワ）第297号） 総務部総務課法規文書係 2020年度 未完 30年 未完 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 総括 訴訟 法律紛争関係（平成26年度） 総務部総務課法規文書係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄 合冊
庶務 総括 訴訟 法律紛争関係（平成30年度） 総務部総務課法規文書係 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄 合冊
庶務 総括 訴訟 法律紛争関係（平成31・令和元年度） 総務部総務課法規文書係 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄 合冊
庶務 総括 訴訟 訟務一般（平成27年度） 総務部総務課法規文書係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 総括 訴訟 訟務一般（平成28年度） 総務部総務課法規文書係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 総括 訴訟 訟務一般（平成29年度） 総務部総務課法規文書係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 総括 訴訟 訟務一般（平成30年度） 総務部総務課法規文書係 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 総括 訴訟 訟務一般（平成31・令和元年度） 総務部総務課法規文書係 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 総括 訴訟 公益通報綴（平成19年度） 総務総務課長 2007年度 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 総括 訴訟 公益通報綴（平成21年度） 総務総務課長 2009年度 2010/4/1 30年 2040/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 総括 訴訟 公益通報綴（平成29年度） 総務部総務課長代理 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 総括 訴訟 公益通報綴（平成30年度） 総務部総務課長代理 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 総括 訴訟 公益通報綴（平成31・令和元年度） 総務部総務課長代理 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 総括 訴訟 公益通報綴（令和2年度） 総務部総務課長代理 2020年度 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄

庶務 法規
学長制定・改廃規
則等

学長制定規則等綴(平成2年度） 総務部総務課 1990年度 1991/4/1 30年 2021/3/31 紙 印刷室 総務部総務課長 廃棄

庶務 法規
学長制定・改廃規
則等

学長制定規則等綴(平成3年度） 総務部総務課 1991年度 1992/4/1 30年 2022/3/31 紙 車庫倉庫 総務部総務課長 廃棄

庶務 法規
学長制定・改廃規
則等

学長制定規則等綴(平成4年度） 総務部総務課 1992年度 1993/4/1 30年 2023/3/31 紙 総務部倉庫 総務部総務課長 廃棄

庶務 法規
学長制定・改廃規
則等

学長制定規則等綴(平成5年度） 総務部総務課 1993年度 1994/4/1 30年 2024/3/31 紙 総務部倉庫 総務部総務課長 廃棄

庶務 法規
学長制定・改廃規
則等

学長制定規則等綴(平成6年度） 総務部総務課 1994年度 1995/4/1 30年 2025/3/31 紙 総務部倉庫 総務部総務課長 廃棄

庶務 法規
学長制定・改廃規
則等

学長制定規則等(平成7年度） 総務部総務課 1995年度 1996/4/1 30年 2026/3/31 紙 総務部倉庫 総務部総務課長 廃棄

庶務 法規
学長制定・改廃規
則等

学長制定規則等(平成8年度） 総務部総務課 1996年度 1997/4/1 30年 2027/3/31 紙 総務部倉庫 総務部総務課長 廃棄

庶務 法規
学長制定・改廃規
則等

学長制定規則等(平成9年度） 総務部総務課 1997年度 1998/4/1 30年 2028/3/31 紙 総務部倉庫 総務部総務課長 廃棄

庶務 法規
学長制定・改廃規
則等

学長制定規則等(平成10年度） 総務部総務課 1998年度 1999/4/1 30年 2029/3/31 紙 総務部倉庫 総務部総務課長 廃棄

庶務 法規
学長制定・改廃規
則等

学長制定規則等(平成11年度） 総務部総務課 1999年度 2000/4/1 30年 2030/3/31 紙 総務部倉庫 総務部総務課長 廃棄

庶務 法規
学長制定・改廃規
則等

学長制定規則等(平成12年度） 総務部総務課 2000年度 2001/4/1 30年 2031/3/31 紙 総務部倉庫 総務部総務課長 廃棄

庶務 法規
学長制定・改廃規
則等

学長制定規則等(平成13年度） 総務部総務課 2001年度 2002/4/1 30年 2032/3/31 紙 総務部倉庫 総務部総務課長 廃棄

庶務 法規
学長制定・改廃規
則等

学長制定規則等(平成14年度） 総務部総務課 2002年度 2003/4/1 30年 2033/3/31 紙 総務部倉庫 総務部総務課長 廃棄

庶務 法規
学長制定・改廃規
則等

学長制定規則等(平成15年度） 総務部総務課 2003年度 2004/4/1 30年 2034/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄

庶務 法規
学長制定・改廃規
則等

学長制定規則等（平成16年度） 総務部総務課 2004年度 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄

庶務 法規
学長制定・改廃規
則等

学長制定規則等（平成17年度） 総務部総務課 2005年度 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄

庶務 法規
学長制定・改廃規
則等

学長制定規則等(平成18年度） 総務部総務課 2006年度 2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄

庶務 法規
学長制定・改廃規
則等

学長制定規則等(平成19年度） 総務部総務課 2007年度 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄

庶務 法規
学長制定・改廃規
則等

学長制定規則等(平成20年度） 総務部総務課 2008年度 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄

庶務 法規
学長制定・改廃規
則等

学長制定規則等(平成21年度） 総務部総務課 2009年度 2010/4/1 30年 2040/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄

庶務 法規
学長制定・改廃規
則等

学長制定規則等(平成22年度） 総務部総務企画課 2010年度 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄

庶務 法規
学長制定・改廃規
則等

学長制定規則等(平成23年度） 総務部総務企画課 2011年度 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄

庶務 法規
学長制定・改廃規
則等

学長制定規則等(平成24年度） 総務課長 2012年度 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄

庶務 法規
学長制定・改廃規
則等

学長制定規則等(平成25年度） 総務部総務課法規文書係 2013年度 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄

庶務 法規
学長制定・改廃規
則等

学長制定規則等(平成26年度） 総務部総務課法規文書係 2014年度 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄

庶務 法規
学長制定・改廃規
則等

学長制定規則等(平成27年度） 総務部総務課法規文書係 2015年度 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄

庶務 法規
学長制定・改廃規
則等

学長制定規則等(平成28年度） 総務部総務課法規文書係 2016年度 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
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庶務 法規
学長制定・改廃規
則等

学長制定規則等(平成29年度） 総務部総務課法規文書係 2017年度 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄

庶務 法規
学長制定・改廃規
則等

学長制定規則等(平成30年度） 総務部総務課法規文書係 2018年度 2019/4/1 30年 2049/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄

庶務 法規
学長制定・改廃規
則等

学長制定規則等(平成31・令和元年度） 総務部総務課法規文書係 2019年度 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄

庶務 法規
学長制定・改廃規
則等

学長制定規則等(令和2年度） 総務部総務課法規文書係 2020年度 2021/4/1 30年 2051/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄

庶務 法規
学長制定・改廃規
則等

平成26年度学教法・法人法改正に伴う規則等見直し（平成26年度～平成27年度） 総務部総務課法規文書係 2014年度 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄

庶務 法規
学長制定・改廃規
則等

学長承認規則等（平成12年度） 総務部総務課 2000年度 2001/4/1 30年 2031/3/31 紙 総務部倉庫 総務部総務課長 廃棄

庶務 法規
学長制定・改廃規
則等

学長承認規則等（平成13年度） 総務部総務課 2001年度 2002/4/1 30年 2032/3/31 紙 総務部倉庫 総務部総務課長 廃棄

庶務 法規
部局長等制定・改
廃規則等

部局制定規則等報告綴（平成2年度） 総務部総務課法規文書係 1990年度 1991/4/1 30年 2021/3/31 紙 印刷室 総務部総務課長 廃棄

庶務 法規
部局長等制定・改
廃規則等

部局制定規則等報告綴（平成3年度） 総務部総務課法規文書係 1991年度 1992/4/1 30年 2022/3/31 紙 車庫倉庫 総務部総務課長 廃棄

庶務 法規
部局長等制定・改
廃規則等

部局制定規則等報告綴（平成4年度） 総務部総務課法規文書係 1992年度 1993/4/1 30年 2023/3/31 紙 総務部倉庫 総務部総務課長 廃棄

庶務 法規
部局長等制定・改
廃規則等

部局制定規則等報告綴（平成5年度） 総務部総務課法規文書係 1993年度 1994/4/1 30年 2024/3/31 紙 総務部倉庫 総務部総務課長 廃棄

庶務 法規
部局長等制定・改
廃規則等

部局制定規則等報告綴（平成6年度） 総務部総務課法規文書係 1994年度 1995/4/1 30年 2025/3/31 紙 総務部倉庫 総務部総務課長 廃棄

庶務 法規
部局長等制定・改
廃規則等

部局制定規則等報告綴（平成7年度） 総務部総務課法規文書係 1995年度 1996/4/1 30年 2026/3/31 紙 総務部倉庫 総務部総務課長 廃棄

庶務 法規
部局長等制定・改
廃規則等

部局制定規則等報告綴（平成8年度） 総務部総務課法規文書係 1996年度 1997/4/1 30年 2027/3/31 紙 総務部倉庫 総務部総務課長 廃棄

庶務 法規
部局長等制定・改
廃規則等

部局制定規則等報告綴（平成9年度） 総務部総務課法規文書係 1997年度 1998/4/1 30年 2028/3/31 紙 総務部倉庫 総務部総務課長 廃棄

庶務 法規
部局長等制定・改
廃規則等

部局制定規則等報告綴（平成10年度） 総務部総務課法規文書係 1998年度 1999/4/1 30年 2029/3/31 紙 総務部倉庫 総務部総務課長 廃棄

庶務 法規
部局長等制定・改
廃規則等

学長承認・部局長制定規則等（平成14年度） 総務部総務課 2002年度 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 総務部倉庫 総務部総務課長 廃棄

庶務 法規
部局長等制定・改
廃規則等

学長承認・部局長制定規則等（平成15年度） 総務部総務課 2003年度 2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 総務部倉庫 総務部総務課長 廃棄

庶務 法規
部局長等制定・改
廃規則等

学長承認・部局長制定規則等（平成16年度） 総務部総務課 2004年度 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 総務部倉庫 総務部総務課長 廃棄

庶務 法規
部局長等制定・改
廃規則等

学長承認・部局長制定規則等（平成17年度） 総務部総務課 2005年度 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 総務部倉庫 総務部総務課長 廃棄

庶務 法規
部局長等制定・改
廃規則等

学長承認・部局長等制定規則等（平成24年度） 総務課長 2012年度 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄

庶務 法規
部局長等制定・改
廃規則等

学長承認・部局長等制定規則等（平成25年度） 総務部総務課法規文書係 2013年度 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄

庶務 法規
部局長等制定・改
廃規則等

学長承認・部局長等制定規則等（平成26年度） 総務部総務課法規文書係 2014年度 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄

庶務 法規
部局長等制定・改
廃規則等

学長承認・部局長等制定規則等（平成27年度） 総務部総務課法規文書係 2015年度 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄

庶務 法規
部局長等制定・改
廃規則等

学長承認・部局長等制定規則等（平成28年度） 総務部総務課法規文書係 2016年度 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄

庶務 法規
部局長等制定・改
廃規則等

部局長等制定規程等（平成29年度） 総務部総務課法規文書係 2017年度 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄

庶務 法規
部局長等制定・改
廃規則等

部局長等制定規程等（平成30年度） 総務部総務課法規文書係 2018年度 2019/4/1 30年 2049/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄

庶務 法規
部局長等制定・改
廃規則等

部局長等制定規程等（平成31・令和元年度） 総務部総務課法規文書係 2019年度 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄

庶務 法規 規則 制定規則等報告綴(平成2年度） 総務部総務課法規文書係 1990年度 1991/4/1 30年 2021/3/31 紙 印刷室 総務部総務課長 廃棄
庶務 法規 規則 制定規則等報告綴(平成3年度） 総務部総務課法規文書係 1991年度 1992/4/1 30年 2022/3/31 紙 車庫倉庫 総務部総務課長 廃棄
庶務 法規 規則 制定規則等報告綴(平成4年度） 総務部総務課法規文書係 1992年度 1993/4/1 30年 2023/3/31 紙 総務部倉庫 総務部総務課長 廃棄
庶務 法規 規則 制定規則等報告綴(平成5年度） 総務部総務課法規文書係 1993年度 1994/4/1 30年 2024/3/31 紙 総務部倉庫 総務部総務課長 廃棄
庶務 法規 規則 制定規則等報告綴(平成6年度） 総務部総務課法規文書係 1994年度 1995/4/1 30年 2025/3/31 紙 総務部倉庫 総務部総務課長 廃棄
庶務 法規 規則 改正後の規則全文（平成7年度） 総務部総務課法規文書係 1995年度 1996/4/1 30年 2026/3/31 紙 総務部倉庫 総務部総務課長 廃棄
庶務 法規 規則 規則集追録に関する資料（平成2年度） 総務部総務課法規文書係 1990年度 1991/4/1 30年 2021/3/31 紙 印刷室 総務部総務課長 廃棄
庶務 法規 規則 規則集追録に関する資料（平成3年度） 総務部総務課法規文書係 1991年度 1992/4/1 30年 2022/3/31 紙 車庫倉庫 総務部総務課長 廃棄
庶務 法規 規則 規則集追録に関する資料（平成4年度） 総務部総務課法規文書係 1992年度 1993/4/1 30年 2023/3/31 紙 総務部倉庫 総務部総務課長 廃棄
庶務 法規 規則 規則集追録に関する資料（平成5年度） 総務部総務課法規文書係 1993年度 1994/4/1 30年 2024/3/31 紙 総務部倉庫 総務部総務課長 廃棄
庶務 法規 規則 規則集追録に関する資料（平成6年度） 総務部総務課法規文書係 1994年度 1995/4/1 30年 2025/3/31 紙 総務部倉庫 総務部総務課長 廃棄
庶務 法規 規則 規則集追録に関する資料（平成7年度） 総務部総務課法規文書係 1995年度 1996/4/1 30年 2026/3/31 紙 総務部倉庫 総務部総務課長 廃棄
庶務 法規 規則 規則集追録に関する資料（平成8年度） 総務部総務課法規文書係 1996年度 1997/4/1 30年 2027/3/31 紙 総務部倉庫 総務部総務課長 廃棄
庶務 法規 規則 規則集追録に関する資料（平成9年度） 総務部総務課法規文書係 1997年度 1998/4/1 30年 2028/3/31 紙 総務部倉庫 総務部総務課長 廃棄
庶務 法規 規則 保健婦助産婦看護婦学校の学則（教育課程）の変更承認申請書（平成8年度） 総務部総務課法規文書係 1996年度 1997/4/1 30年 2027/3/31 紙 総務部倉庫 総務部総務課長 廃棄
庶務 法規 規則 高専設立関係規則等 総務部総務企画課 2000年度 2001/4/1 30年 2031/3/31 紙 総務部倉庫 総務部総務課長 廃棄
庶務 法規 規則 法令・通達綴（平成2年度） 総務部総務課法規文書係 1990年度 1991/4/1 30年 2021/3/31 紙 印刷室 総務部総務課長 廃棄
庶務 法規 規則 法令・通達綴（平成3年度） 総務部総務課法規文書係 1991年度 1992/4/1 30年 2022/3/31 紙 車庫倉庫 総務部総務課長 廃棄
庶務 法規 規則 法令・通達綴（平成4年度） 総務部総務課法規文書係 1992年度 1993/4/1 30年 2023/3/31 紙 総務部倉庫 総務部総務課長 廃棄
庶務 法規 規則 法令・通達綴（平成5年度） 総務部総務課法規文書係 1993年度 1994/4/1 30年 2024/3/31 紙 総務部倉庫 総務部総務課長 廃棄
庶務 法規 規則 法令・通達綴（平成6年度） 総務部総務課法規文書係 1994年度 1995/4/1 30年 2025/3/31 紙 総務部倉庫 総務部総務課長 廃棄
庶務 法規 規則 法令・通達綴（平成7年度） 総務部総務課法規文書係 1995年度 1996/4/1 30年 2026/3/31 紙 総務部倉庫 総務部総務課長 廃棄
庶務 法規 規則 法令・通達綴（平成8年度） 総務部総務課法規文書係 1996年度 1997/4/1 30年 2027/3/31 紙 総務部倉庫 総務部総務課長 廃棄
庶務 法規 規則 法令・通達綴（平成9年度） 総務部総務課法規文書係 1997年度 1998/4/1 30年 2028/3/31 紙 総務部倉庫 総務部総務課長 廃棄
庶務 法規 規則 法令の改正・施行等関連業務（平成27年度） 総務部総務課法規文書係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 法規 規則 法令の改正・施行等関連業務（平成28年度） 総務部総務課法規文書係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 法規 規則 法令の改正・施行等関連業務（平成29年度） 総務部総務課法規文書係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
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庶務 法規 規則 法令の改正・施行等関連業務（平成30年度） 総務部総務課法規文書係 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 法規 規則 法令の改正・施行等関連業務（平成31・令和元年度） 総務部総務課法規文書係 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 法規 規則 法令の改正・施行等関連業務（令和2年度） 総務部総務課法規文書係 2020年度 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 法規 規則 監事監査報告書関連業務対応関係（平成28年度） 総務部総務課法規文書係 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 法規 規則 監事監査報告書対応関係（平成29～平成30年度） 総務部総務課法規文書係 2017年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 文書 文書管理 法人文書ファイル管理簿 総務部総務課法規文書係 2009年度 2010/4/1 無期限 無期限 電子 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 文書 文書管理 廃棄簿（平成27年度） 総務部総務課法規文書係 2015年度 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 文書 文書管理 廃棄簿（平成28年度） 総務部総務課法規文書係 2016年度 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 文書 文書管理 廃棄簿（平成29年度） 総務部総務課法規文書係 2017年度 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 文書 文書管理 廃棄簿（平成30年度） 総務部総務課法規文書係 2018年度 2019/4/1 30年 2049/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 文書 文書管理 廃棄簿（平成31・令和元年度） 総務部総務課法規文書係 2019年度 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 文書 文書管理 廃棄簿（令和2年度） 総務部総務課法規文書係 2020年度 2021/4/1 30年 2051/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 文書 文書管理 法人文書管理法関係（平成27年度） 総務部総務課法規文書係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 印刷室 総務部総務課長 廃棄
庶務 文書 文書管理 法人文書管理法関係（平成28年度） 総務部総務課法規文書係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 文書 文書管理 法人文書管理法関係（平成29年度） 総務部総務課法規文書係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 文書 文書管理 法人文書管理法関係（平成30年度） 総務部総務課法規文書係 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 文書 文書管理 法人文書管理法関係（平成31・令和元年度） 総務部総務課法規文書係 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 文書 文書管理 法人文書管理法関係（令和2年度） 総務部総務課法規文書係 2020年度 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄 分冊2
庶務 文書 公印制定・改廃 公印簿（昭和25年） 総務部総務課法規文書係 1950年度 1951/4/1 無期限 無期限 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 文書 公印制定・改廃 公印簿（昭和26年） 総務部総務課 1951年度 1952/4/1 無期限 無期限 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 文書 公印制定・改廃 公印簿（昭和27年） 総務部総務課 1952年度 1953/4/1 無期限 無期限 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 文書 公印制定・改廃 公印簿（昭和28年） 総務部総務課 1953年度 1954/4/1 無期限 無期限 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 文書 公印制定・改廃 公印簿（昭和29年） 総務部総務課 1954年度 1955/4/1 無期限 無期限 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 文書 公印制定・改廃 公印簿（昭和30年） 総務部総務課 1955年度 1956/4/1 無期限 無期限 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 文書 公印制定・改廃 公印簿（昭和31年） 総務部総務課 1956年度 1957/4/1 無期限 無期限 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 文書 公印制定・改廃 公印簿（昭和32年） 総務部総務課 1957年度 1958/4/1 無期限 無期限 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 文書 公印制定・改廃 公印簿（昭和33年） 総務部総務課 1958年度 1959/4/1 無期限 無期限 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 文書 公印制定・改廃 公印簿（昭和34年） 総務部総務課 1959年度 1960/4/1 無期限 無期限 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 文書 公印制定・改廃 公印簿（昭和35年） 総務部総務課 1960年度 1961/4/1 無期限 無期限 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 文書 公印制定・改廃 公印簿（昭和36年） 総務部総務課 1961年度 1962/4/1 無期限 無期限 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 文書 公印制定・改廃 公印簿（昭和37年） 総務部総務課 1962年度 1963/4/1 無期限 無期限 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 文書 公印制定・改廃 公印簿（昭和38年） 総務部総務課 1963年度 1964/4/1 無期限 無期限 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 文書 公印制定・改廃 公印簿（昭和39年） 総務部総務課 1964年度 1965/4/1 無期限 無期限 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 文書 公印制定・改廃 公印簿（昭和40年） 総務部総務課 1965年度 1966/4/1 無期限 無期限 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 文書 公印制定・改廃 公印簿（昭和41年） 総務部総務課 1966年度 1967/4/1 無期限 無期限 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 文書 公印制定・改廃 公印簿（昭和42年） 総務部総務課 1967年度 1968/4/1 無期限 無期限 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 文書 公印制定・改廃 公印簿（昭和43年） 総務部総務課 1968年度 1969/4/1 無期限 無期限 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 文書 公印制定・改廃 公印簿（昭和44年） 総務部総務課 1969年度 1970/4/1 無期限 無期限 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 文書 公印制定・改廃 公印簿（昭和45年） 総務部総務課 1970年度 1971/4/1 無期限 無期限 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 文書 公印制定・改廃 公印簿（昭和46年） 総務部総務課 1971年度 1972/4/1 無期限 無期限 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 文書 公印制定・改廃 公印簿（昭和47年） 総務部総務課 1972年度 1973/4/1 無期限 無期限 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 文書 公印制定・改廃 公印簿（昭和48年） 総務部総務課 1973年度 1974/4/1 無期限 無期限 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 文書 公印制定・改廃 公印簿（昭和49年） 総務部総務課 1974年度 1975/4/1 無期限 無期限 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 文書 公印制定・改廃 公印簿（昭和50年） 総務部総務課 1975年度 1976/4/1 無期限 無期限 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 文書 公印制定・改廃 公印簿（昭和51年） 総務部総務課 1976年度 1977/4/1 無期限 無期限 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 文書 公印制定・改廃 公印簿（昭和52年） 総務部総務課 1977年度 1978/4/1 無期限 無期限 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 文書 公印制定・改廃 公印簿（昭和53年） 総務部総務課 1978年度 1979/4/1 無期限 無期限 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 文書 公印制定・改廃 公印簿（昭和54年） 総務部総務課 1979年度 1980/4/1 無期限 無期限 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 文書 公印制定・改廃 公印簿（昭和55年） 総務部総務課 1980年度 1981/4/1 無期限 無期限 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 文書 公印制定・改廃 公印簿（昭和56年） 総務部総務課 1981年度 1982/4/1 無期限 無期限 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 文書 公印制定・改廃 公印簿（昭和60年） 総務部総務課 1985年度 1986/4/1 無期限 無期限 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 文書 公印制定・改廃 公印簿（昭和61年） 総務部総務課 1986年度 1987/4/1 無期限 無期限 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 文書 公印制定・改廃 公印簿（昭和62年） 総務部総務課 1987年度 1988/4/1 無期限 無期限 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 文書 公印制定・改廃 公印簿（昭和63年） 総務部総務課 1988年度 1989/4/1 無期限 無期限 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 文書 公印制定・改廃 公印簿（平成3年） 総務部総務課 1991年度 1992/4/1 無期限 無期限 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 文書 公印制定・改廃 公印簿（平成5年） 総務部総務課 1993年度 1994/4/1 無期限 無期限 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 文書 公印制定・改廃 公印簿（平成6年） 総務部総務課 1994年度 1995/4/1 無期限 無期限 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 文書 公印制定・改廃 公印簿（平成7年） 総務部総務課 1995年度 1996/4/1 無期限 無期限 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 文書 公印制定・改廃 公印簿（平成8年） 総務部総務課 1996年度 1997/4/1 無期限 無期限 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 文書 公印制定・改廃 公印簿（平成9年） 総務部総務課 1997年度 1998/4/1 無期限 無期限 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 文書 公印制定・改廃 公印簿（平成10年） 総務部総務課 1998年度 1999/4/1 無期限 無期限 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 文書 公印制定・改廃 公印簿（平成12年） 総務部総務課 2000年度 2001/4/1 無期限 無期限 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 文書 公印制定・改廃 公印簿（平成14年） 総務部総務課 2002年度 2003/4/1 無期限 無期限 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 文書 公印制定・改廃 公印簿（平成15年） 総務部総務課 2003年度 2004/4/1 無期限 無期限 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 文書 公印制定・改廃 公印簿（平成16年） 総務部総務課 2004年度 2005/4/1 無期限 無期限 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 文書 公印制定・改廃 公印簿（平成17年） 総務部総務課 2005年度 2006/4/1 無期限 無期限 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 文書 公印制定・改廃 公印簿（平成18年） 総務部総務課 2006年度 2007/4/1 無期限 無期限 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 文書 公印制定・改廃 公印簿（平成19年） 総務部総務課 2007年度 2008/4/1 無期限 無期限 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 文書 公印制定・改廃 公印簿（平成20年） 総務部総務課 2008年度 2009/4/1 無期限 無期限 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 文書 公印制定・改廃 公印簿（平成21年） 総務部総務課 2009年度 2010/4/1 無期限 無期限 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 文書 公印制定・改廃 公印簿（平成22年） 総務部総務課 2010年度 2011/4/1 無期限 無期限 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 文書 公印制定・改廃 公印簿（平成23年） 総務部総務課 2011年度 2012/4/1 無期限 無期限 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 文書 公印制定・改廃 公印簿（平成25年） 総務部総務課 2013年度 2014/4/1 無期限 無期限 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 文書 公印制定・改廃 公印簿（平成28年） 総務部総務課 2016年度 2017/4/1 無期限 無期限 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 文書 公印制定・改廃 公印簿（令和2年） 総務部総務課 2020年度 2021/4/1 無期限 無期限 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 文書 公印制定・改廃 公印制定改廃関係文書（昭和47年） 総務部総務課 1972年度 1973/4/1 無期限 無期限 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 文書 公印制定・改廃 公印制定改廃関係文書（昭和48年） 総務部総務課 1973年度 1974/4/1 無期限 無期限 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 文書 公印制定・改廃 公印制定改廃関係文書（昭和49年） 総務部総務課 1974年度 1975/4/1 無期限 無期限 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 文書 公印制定・改廃 公印制定改廃関係文書（昭和50年） 総務部総務課 1975年度 1976/4/1 無期限 無期限 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 文書 公印制定・改廃 公印制定改廃関係文書（昭和51年） 総務部総務課 1976年度 1977/4/1 無期限 無期限 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 文書 公印制定・改廃 公印制定改廃関係文書（昭和52年） 総務部総務課 1977年度 1978/4/1 無期限 無期限 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 文書 公印制定・改廃 公印制定改廃関係文書（昭和53年） 総務部総務課 1978年度 1979/4/1 無期限 無期限 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 文書 公印制定・改廃 公印制定改廃関係文書（昭和54年） 総務部総務課 1979年度 1980/4/1 無期限 無期限 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
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庶務 文書 公印制定・改廃 公印制定改廃関係文書（昭和55年） 総務部総務課 1980年度 1981/4/1 無期限 無期限 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 文書 公印制定・改廃 公印制定改廃関係文書（昭和56年） 総務部総務課 1981年度 1982/4/1 無期限 無期限 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 文書 公印制定・改廃 公印制定改廃関係綴（昭和58年） 総務部総務課 1983年度 1984/4/1 無期限 無期限 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 文書 公印制定・改廃 公印制定改廃関係綴（昭和59年） 総務部総務課 1984年度 1985/4/1 無期限 無期限 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 文書 公印制定・改廃 公印制定改廃関係綴（昭和60年） 総務部総務課 1985年度 1986/4/1 無期限 無期限 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 文書 公印制定・改廃 公印制定改廃関係綴（昭和61年） 総務部総務課 1986年度 1987/4/1 無期限 無期限 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 文書 公印制定・改廃 公印制定改廃関係綴（昭和62年） 総務部総務課 1987年度 1988/4/1 無期限 無期限 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 文書 公印制定・改廃 公印制定改廃関係綴（昭和63年） 総務部総務課 1988年度 1989/4/1 無期限 無期限 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 文書 公印制定・改廃 公印制定改廃関係綴（平成元年度） 総務部総務課 1989年度 1990/4/1 無期限 無期限 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 文書 公印制定・改廃 公印制定改廃関係綴（平成2年度） 総務部総務課 1990年度 1991/4/1 無期限 無期限 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 文書 公印制定・改廃 公印制定改廃関係綴（平成3年度） 総務部総務課 1991年度 1992/4/1 無期限 無期限 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 文書 公印制定・改廃 公印制定改廃関係綴（平成4年度） 総務部総務課 1992年度 1993/4/1 無期限 無期限 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 文書 公印制定・改廃 公印制定改廃関係綴（平成5年度） 総務部総務課 1993年度 1994/4/1 無期限 無期限 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 文書 公印制定・改廃 公印制定改廃関係綴（平成6年度） 総務部総務課 1994年度 1995/4/1 無期限 無期限 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 文書 公印制定・改廃 公印制定改廃関係綴（平成7年度） 総務部総務課 1995年度 1996/4/1 無期限 無期限 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 文書 公印制定・改廃 公印制定改廃関係綴（平成8年度） 総務部総務課 1996年度 1997/4/1 無期限 無期限 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 文書 公印制定・改廃 公印制定改廃関係綴（平成9年度） 総務部総務課 1997年度 1998/4/1 無期限 無期限 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 文書 公印制定・改廃 公印制定改廃関係綴（平成10年度） 総務部総務課 1998年度 1999/4/1 無期限 無期限 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 文書 公印制定・改廃 公印制定改廃関係綴（平成11年度） 総務部総務課 1999年度 2000/4/1 無期限 無期限 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 文書 公印制定・改廃 公印制定改廃関係綴（平成12年度） 総務部総務課 2000年度 2001/4/1 無期限 無期限 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 文書 公印制定・改廃 公印制定改廃関係綴（平成13年度） 総務部総務課 2001年度 2002/4/1 無期限 無期限 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 文書 公印制定・改廃 公印制定改廃関係綴（平成14年度） 総務部総務課 2002年度 2003/4/1 無期限 無期限 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 文書 公印制定・改廃 公印制定改廃関係綴（平成15年度） 総務部総務課 2003年度 2004/4/1 無期限 無期限 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 文書 公印制定・改廃 公印制定改廃関係綴(平成16年度） 総務部総務課 2004年度 2005/4/1 無期限 無期限 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 文書 公印制定・改廃 公印制定改廃関係綴(平成17年度） 総務部総務課 2005年度 2006/4/1 無期限 無期限 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 文書 公印制定・改廃 公印制定改廃関係綴(平成18年度） 総務部総務課 2006年度 2007/4/1 無期限 無期限 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 文書 公印制定・改廃 公印制定改廃関係綴(平成19年度） 総務部総務課 2007年度 2008/4/1 無期限 無期限 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 文書 公印制定・改廃 公印制定改廃関係綴(平成20年度） 総務部総務課 2008年度 2009/4/1 無期限 無期限 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 文書 公印制定・改廃 公印制定改廃関係綴(平成21年度） 総務部総務課 2009年度 2010/4/1 無期限 無期限 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 文書 公印制定・改廃 公印制定改廃関係綴(平成22年度） 総務部総務企画課 2010年度 2011/4/1 無期限 無期限 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 文書 公印制定・改廃 公印制定改廃関係綴(平成23年度） 総務部総務企画課 2011年度 2012/4/1 無期限 無期限 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 文書 公印制定・改廃 公印制定改廃関係綴(平成24年度） 総務部総務企画課 2012年度 2013/4/1 無期限 無期限 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 文書 公印制定・改廃 公印制定改廃関係綴(平成25年度） 総務部総務課法規文書係 2013年度 2014/4/1 無期限 無期限 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 文書 公印制定・改廃 公印制定改廃関係綴(平成26年度） 総務部総務課法規文書係 2014年度 2015/4/1 無期限 無期限 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 文書 公印制定・改廃 公印制定改廃関係綴(平成27年度） 総務部総務課法規文書係 2015年度 2016/4/1 無期限 無期限 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 文書 公印制定・改廃 公印制定改廃関係綴(平成28年度） 総務部総務課法規文書係 2016年度 2017/4/1 無期限 無期限 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 文書 公印制定・改廃 公印制定改廃関係綴(平成29年度） 総務部総務課法規文書係 2017年度 2018/4/1 無期限 無期限 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 文書 公印制定・改廃 公印制定改廃関係綴(平成30年度） 総務部総務課法規文書係 2018年度 2019/4/1 無期限 無期限 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 文書 公印制定・改廃 公印制定改廃関係綴(平成31・令和元年度） 総務部総務課法規文書係 2019年度 2020/4/1 無期限 無期限 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 文書 公印制定・改廃 公印制定改廃関係綴(令和2年度） 総務部総務課法規文書係 2020年度 2021/4/1 無期限 無期限 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 文書 公印制定・改廃 公印の印影印刷綴（昭和61年度） 総務部総務課 1986年度 1987/4/1 無期限 無期限 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 文書 公印制定・改廃 公印の印影印刷綴（昭和62年度） 総務部総務課 1987年度 1988/4/1 無期限 無期限 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 文書 公印制定・改廃 公印の印影印刷綴（昭和63年度） 総務部総務課 1988年度 1989/4/1 無期限 無期限 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 文書 公印制定・改廃 公印の印影印刷綴（平成元年度） 総務部総務課 1989年度 1990/4/1 無期限 無期限 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 文書 公印制定・改廃 公印の印影印刷綴（平成2年度） 総務部総務課 1990年度 1991/4/1 無期限 無期限 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 文書 公印制定・改廃 公印の印影印刷綴（平成3年度） 総務部総務課 1991年度 1992/4/1 無期限 無期限 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 文書 公印制定・改廃 公印の印影印刷綴（平成4年度） 総務部総務課 1992年度 1993/4/1 無期限 無期限 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 文書 公印制定・改廃 公印の印影印刷綴（平成5年度） 総務部総務課 1993年度 1994/4/1 無期限 無期限 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 文書 公印制定・改廃 公印の印影印刷綴（平成6年度） 総務部総務課 1994年度 1995/4/1 無期限 無期限 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 文書 公印制定・改廃 公印の印影印刷綴（平成7年度） 総務部総務課 1995年度 1996/4/1 無期限 無期限 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 文書 公印制定・改廃 公印の印影印刷綴（平成8年度） 総務部総務課 1996年度 1997/4/1 無期限 無期限 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 文書 公印制定・改廃 公印の印影印刷綴（平成9年度） 総務部総務課 1997年度 1998/4/1 無期限 無期限 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 文書 公印制定・改廃 公印の印影印刷綴（平成10年度） 総務部総務課 1998年度 1999/4/1 無期限 無期限 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 文書 公印制定・改廃 公印の印影印刷綴（平成11年度） 総務部総務課 1999年度 2000/4/1 無期限 無期限 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 文書 公印制定・改廃 公印の印影印刷綴（平成12年度） 総務部総務課 2000年度 2001/4/1 無期限 無期限 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 文書 公印制定・改廃 公印の印影印刷綴（平成13年度） 総務部総務課 2001年度 2002/4/1 無期限 無期限 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 文書 公印制定・改廃 公印の印影印刷綴（平成14年度） 総務部総務課 2002年度 2003/4/1 無期限 無期限 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 広報 情報公開 個人情報ファイル簿 総務部総務課法規文書係 2003年度 2004/4/1 無期限 無期限 電子 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 広報 情報公開 個人情報開示請求(平成27年度） 総務部総務課法規文書係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄 分冊2
庶務 広報 情報公開 個人情報開示請求(平成28年度） 総務部総務課法規文書係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄 分冊2
庶務 広報 情報公開 個人情報開示請求(平成29年度） 総務部総務課法規文書係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄 分冊2
庶務 広報 情報公開 個人情報開示請求(平成30年度） 総務部総務課法規文書係 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄 分冊2
庶務 広報 情報公開 個人情報開示請求(平成31・令和元年度） 総務部総務課法規文書係 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 広報 情報公開 個人情報開示請求(琉大総第469号） 総務部総務課法規文書係 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄 分冊2
庶務 広報 情報公開 法人文書開示請求(平成27年度） 総務部総務課法規文書係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 広報 情報公開 法人文書開示請求(平成28年度） 総務部総務課法規文書係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 広報 情報公開 法人文書開示請求（平成29年度） 総務部総務課法規文書係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 広報 情報公開 法人文書開示請求（平成30年度） 総務部総務課法規文書係 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 広報 情報公開 法人文書開示請求（平成31・令和元年度） 総務部総務課法規文書係 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 広報 情報公開 個人情報開示決定に対する異議申立（平成23年度） 総務部総務企画課 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄 分冊2
庶務 広報 情報公開 個人情報開示決定に対する異議申立（平成26年度～平成27年度） 総務部総務課法規文書係 2014年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 広報 情報公開 個人情報開示決定に対する異議申立（平成27年度～平成28年度） 総務部総務課法規文書係 2015年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 広報 情報公開 個人情報開示決定に対する異議申立（平成31・令和元年度） 総務部総務課法規文書係 2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 広報 情報公開 保有個人情報開示に係る審査請求（令和元年度） 総務部総務課法規文書係 2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄 合冊
庶務 広報 情報公開 保有個人情報開示に係る審査請求（令和2年度） 総務部総務課法規文書係 2020年度 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄 合冊
庶務 広報 情報公開 法人文書開示請求決定に対する異議申立（平成24年度～26年度） 総務部総務企画課 2012年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 広報 情報公開 法人文書全部不開示決定に対する審査請求（平成29年度～平成30年度） 総務部総務課法規文書係 2017年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 広報 情報公開 情報公開・個人情報保護法関係(平成27年度） 総務部総務課法規文書係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 印刷室 総務部総務課長 廃棄

庶務 広報 情報公開 情報公開・個人情報保護法関係(平成28年度） 総務部総務課法規文書係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙
総務部総務課事務室
総務部倉庫

総務部総務課長 廃棄

庶務 広報 情報公開 情報公開・個人情報保護法関係(平成29年度） 総務部総務課法規文書係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 広報 情報公開 情報公開・個人情報保護法関係(平成30年度） 総務部総務課法規文書係 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 広報 情報公開 情報公開・個人情報保護法関係(平成31・令和元年度） 総務部総務課法規文書係 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
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庶務 広報 情報公開 情報公開・個人情報保護法関係(令和2年度） 総務部総務課法規文書係 2020年度 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 広報 情報公開 改正個人情報保護法対応関係（平成28年度～平成29年度） 総務部総務課法規文書係 2016年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 広報 情報公開 個人情報漏洩等事案対応関係（平成29年度） 総務部総務課法規文書係 2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄

庶務 広報 情報公開 個人情報保護に関する実態調査（総務省行政評価局）（平成27年度～平成28年度） 総務部総務課法規文書係 2015年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙
総務部総務課事務室
総務部倉庫

総務部総務課長 廃棄

庶務 広報 情報公開 保有個人情報管理委員会・情報公開委員会関係（平成23年度） 総務部総務企画課 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 広報 情報公開 保有個人情報管理委員会・情報公開委員会関係（平成24年度） 総務部総務企画課 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 広報 情報公開 保有個人情報管理委員会・情報公開委員会関係（平成25年度） 総務部総務企画課 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 広報 情報公開 保有個人情報管理委員会・情報公開委員会関係（平成26年度） 総務部総務課 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 広報 情報公開 保有個人情報管理委員会・情報公開委員会関係（平成27年度） 総務部総務課 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 広報 情報公開 保有個人情報管理委員会・情報公開委員会関係（平成28年度） 総務部総務課 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 広報 情報公開 保有個人情報管理委員会・情報公開委員会関係（平成29年度） 総務部総務課 2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 広報 情報公開 保有個人情報管理委員会・情報公開委員会関係（平成30年度） 総務部総務課 2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 広報 情報公開 保有個人情報管理委員会・情報公開委員会関係（令和2年度） 総務部総務課 2021年度 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 調査 各種団体等調査 各種調査等綴（平成27年度） 総務部総務課法規文書係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 調査 各種団体等調査 各種調査等綴（平成28年度） 総務部総務課法規文書係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 調査 各種団体等調査 各種調査等綴（平成29年度） 総務部総務課法規文書係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 調査 各種団体等調査 各種調査等綴（平成30年度） 総務部総務課法規文書係 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 調査 各種団体等調査 各種調査等綴（平成31・令和元年度） 総務部総務課法規文書係 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 調査 各種団体等調査 各種調査等綴（令和2年度） 総務部総務課法規文書係 2020年度 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 会議 学内会議･委員会 広報委員会関係(平成23年度) 総務部総務企画課（広報担当） 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 印刷室 総務部総務課長 廃棄
庶務 会議 学内会議･委員会 広報委員会関係(平成24年度) 総務部総務企画課（広報担当） 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 総務部倉庫 総務部総務課長 廃棄
庶務 会議 学内会議･委員会 広報委員会関係(平成25年度) 総務部総務課（広報担当） 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 総務部倉庫 総務部総務課長 廃棄
庶務 会議 学内会議･委員会 広報委員会関係(平成26年度) 総務部総務課（広報担当） 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 総務部倉庫 総務部総務課長 廃棄
庶務 会議 学内会議･委員会 広報委員会関係(平成27年度) 広報室 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 総務部倉庫 総務部総務課長 廃棄
庶務 会議 学内会議･委員会 広報委員会関係(平成28年度) 広報室 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 総務部倉庫 総務部総務課長 廃棄
庶務 会議 学内会議･委員会 広報委員会関係(平成29年度) 広報室 2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 総務部倉庫 総務部総務課長 廃棄
庶務 会議 学内会議･委員会 広報委員会関係(平成30年度) 総務部総務課広報係 2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 総務部倉庫 総務部総務課長 廃棄
庶務 会議 学内会議･委員会 広報委員会関係(平成3１（令和元）年度) 総務部総務課広報係 2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 総務部倉庫 総務部総務課長 廃棄
庶務 会議 学内会議･委員会 広報委員会関係(令和2年度) 総務部総務課広報係 2020年度 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 会議 学内会議･委員会 広報戦略本部(平成28年度) 広報室 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 印刷室 総務部総務課長 廃棄
庶務 会議 学内会議･委員会 広報戦略本部(平成29年度) 広報室 2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 印刷室 総務部総務課長 廃棄
庶務 会議 学内会議･委員会 広報戦略本部(平成30年度) 総務部総務課広報係 2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 印刷室 総務部総務課長 廃棄
庶務 会議 学内会議･委員会 広報戦略本部(平成3１（令和元）年度) 総務部総務課広報係 2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 総務部倉庫 総務部総務課長 廃棄
庶務 会議 学内会議･委員会 広報戦略本部(令和2年度) 総務部総務課広報係 2020年度 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 服務 勤務時間 出勤簿・休暇簿(平成27年度) 広報室 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 印刷室 総務部総務課長 廃棄
庶務 服務 勤務時間 出勤簿・休暇簿(平成28年度) 広報室 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 印刷室 総務部総務課長 廃棄
庶務 服務 勤務時間 出勤簿・休暇簿(平成29年度) 広報室 2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 印刷室 総務部総務課長 廃棄
庶務 服務 勤務時間 勤務時間報告書(平成26年度) 広報室 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 印刷室 総務部総務課長 廃棄
庶務 服務 勤務時間 勤務時間報告書(平成27年度) 広報室 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 印刷室 総務部総務課長 廃棄
庶務 服務 勤務時間 勤務時間報告書(平成28年度) 広報室 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 印刷室 総務部総務課長 廃棄
庶務 服務 勤務時間 勤務時間報告書(平成29年度) 広報室 2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 印刷室 総務部総務課長 廃棄
庶務 旅行 旅行命令 出張申請書・報告書関係(平成28年度) 広報室 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 総務部倉庫 総務部総務課長 廃棄
庶務 旅行 旅行命令 出張申請書・報告書関係(平成29年度) 広報室 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 総務部倉庫 総務部総務課長 廃棄
庶務 旅行 旅行命令 出張申請書・報告書関係(平成30年度) 総務部総務課広報係 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 総務部倉庫 総務部総務課長 廃棄
庶務 旅行 旅行命令 出張申請書・報告書関係(平成3１（令和元）年度) 総務部総務課広報係 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 総務部倉庫 総務部総務課長 廃棄
庶務 服務 非常勤職員 非常勤職員関係(平成26年度) 広報室 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 総務部倉庫 総務部総務課長 廃棄
庶務 服務 非常勤職員 非常勤職員関係（平成27年度） 広報室 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 総務部倉庫 総務部総務課長 廃棄
庶務 服務 非常勤職員 非常勤職員関係（平成28年度） 広報室 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 総務部倉庫 総務部総務課長 廃棄
庶務 服務 非常勤職員 非常勤職員関係（平成29年度） 広報室 2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 総務部倉庫 総務部総務課長 廃棄
庶務 服務 非常勤職員 非常勤職員関係(平成30年度) 総務部総務課広報係 2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 総務部倉庫 総務部総務課長 廃棄
庶務 服務 非常勤職員 非常勤職員関係（平成31（令和元）年度） 総務部総務課広報係 2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 総務部倉庫 総務部総務課長 廃棄
庶務 物品 物品管理 予算・購入依頼等(平成28年度) 広報室 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 総務部車庫倉庫 総務部総務課長 廃棄
庶務 物品 物品管理 予算・購入依頼等(平成29年度) 広報室 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 総務部車庫倉庫 総務部総務課長 廃棄
庶務 物品 物品管理 予算・購入依頼等(平成30年度) 総務部総務課広報係 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 総務部倉庫 総務部総務課長 廃棄
庶務 物品 物品管理 予算・購入依頼等(平成31（令和元）年度) 総務部総務課広報係 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 総務部倉庫 総務部総務課長 廃棄
庶務 物品 物品管理 予算・購入依頼等(令和2年度) 総務部総務課広報係 2020年度 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 文書 文書管理 法人文書関係(平成24年度) 総務部総務企画課（広報担当） 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 総務部倉庫 総務部総務課長 廃棄
庶務 文書 文書管理 法人文書関係(平成25年度) 総務部総務課（広報担当） 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 総務部倉庫 総務部総務課長 廃棄
庶務 文書 文書管理 法人文書関係(平成26年度) 総務部総務課（広報担当） 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 総務部倉庫 総務部総務課長 廃棄
庶務 文書 文書管理 法人文書関係(平成27年度) 広報室 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 総務部倉庫 総務部総務課長 廃棄
庶務 文書 文書管理 法人文書関係(平成28年度) 広報室 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 総務部倉庫 総務部総務課長 廃棄
庶務 文書 文書管理 法人文書関係(令和2年度) 総務部総務課広報係 2020年度 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 監査 監査 監事監査・内部監査関係(平成29年度) 広報室 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 総務部倉庫 総務部総務課長 廃棄
庶務 監査 監査 監事監査・内部監査関係(平成30年度) 総務部総務課広報係 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 総務部倉庫 総務部総務課長 廃棄
庶務 監査 監査 監事監査・内部監査関係(平成31（令和元）年度) 総務部総務課広報係 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 総務部倉庫 総務部総務課長 廃棄
庶務 監査 監査 監事監査・内部監査関係(令和2年度) 総務部総務課広報係 2020年度 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 広報 広報 琉球大学概要（平成23年度）原稿 総務部総務企画課（広報担当） 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 総務部車庫倉庫 総務部総務課長 廃棄
庶務 広報 広報 琉球大学概要（平成24年度）原稿 総務部総務企画課（広報担当） 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 総務部車庫倉庫 総務部総務課長 廃棄
庶務 広報 広報 琉球大学概要（平成25年度）原稿 総務部総務課（広報担当） 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 総務部車庫倉庫 総務部総務課長 廃棄
庶務 広報 広報 琉球大学概要（平成26年度）原稿 総務部総務課（広報担当） 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 総務部車庫倉庫 総務部総務課長 廃棄
庶務 広報 広報 琉球大学概要（平成27年度）原稿 広報室 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 総務部車庫倉庫 総務部総務課長 廃棄
庶務 広報 広報 琉球大学概要（平成28年度）原稿 広報室 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 総務部車庫倉庫 総務部総務課長 廃棄
庶務 広報 広報 琉球大学概要（平成29年度）原稿 広報室 2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 総務部倉庫 総務部総務課長 廃棄
庶務 広報 広報 琉球大学概要（平成30年度）原稿 総務部総務課広報係 2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 総務部倉庫 総務部総務課長 廃棄
庶務 広報 広報 琉球大学概要（平成31（令和元）年度）原稿 総務部総務課広報係 2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 総務部倉庫 総務部総務課長 廃棄
庶務 広報 広報 琉球大学概要(令和2年度)原稿 総務部総務課広報係 2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 広報 広報 琉球大学学報（第415号） 総務部総務課（広報担当） 2004年度 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 総務部倉庫 総務部総務課長 廃棄
庶務 広報 広報 琉球大学学報（第416号） 総務部総務課（広報担当） 2004年度 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 総務部倉庫 総務部総務課長 廃棄
庶務 広報 広報 琉球大学学報（第417号） 総務部総務課（広報担当） 2004年度 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 総務部倉庫 総務部総務課長 廃棄
庶務 広報 広報 琉球大学学報（第418号） 総務部総務課（広報担当） 2004年度 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 総務部倉庫 総務部総務課長 廃棄
庶務 広報 広報 琉球大学学報（第419号） 総務部総務課（広報担当） 2004年度 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 総務部倉庫 総務部総務課長 廃棄
庶務 広報 広報 琉球大学学報（第420号） 総務部総務課（広報担当） 2004年度 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 総務部倉庫 総務部総務課長 廃棄
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庶務 広報 広報 琉球大学学報（第421号） 総務部総務課（広報担当） 2004年度 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 総務部倉庫 総務部総務課長 廃棄
庶務 広報 広報 琉球大学学報（第422号） 総務部総務課（広報担当） 2004年度 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 総務部倉庫 総務部総務課長 廃棄
庶務 広報 広報 琉球大学学報（第423号） 総務部総務課（広報担当） 2004年度 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 総務部倉庫 総務部総務課長 廃棄
庶務 広報 広報 琉球大学学報（第424号） 総務部総務課（広報担当） 2004年度 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 総務部倉庫 総務部総務課長 廃棄
庶務 広報 広報 琉球大学学報（第425号） 総務部総務課（広報担当） 2004年度 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 総務部倉庫 総務部総務課長 廃棄
庶務 広報 広報 琉球大学学報（第426号） 総務部総務課（広報担当） 2004年度 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 総務部倉庫 総務部総務課長 廃棄
庶務 広報 広報 琉球大学学報（第427号） 総務部総務課（広報担当） 2005年度 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 総務部倉庫 総務部総務課長 廃棄
庶務 広報 広報 琉球大学学報（第428号） 総務部総務課（広報担当） 2005年度 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 総務部倉庫 総務部総務課長 廃棄
庶務 広報 広報 琉球大学学報（第429号） 総務部総務課（広報担当） 2005年度 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 総務部倉庫 総務部総務課長 廃棄
庶務 広報 広報 琉球大学学報（第430号） 総務部総務課（広報担当） 2005年度 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 総務部倉庫 総務部総務課長 廃棄
庶務 広報 広報 琉球大学学報（第431号） 総務部総務課（広報担当） 2005年度 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 総務部倉庫 総務部総務課長 廃棄
庶務 広報 広報 琉球大学学報（第432号） 総務部総務課（広報担当） 2005年度 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 総務部倉庫 総務部総務課長 廃棄
庶務 広報 広報 琉球大学学報（第433号） 総務部総務課（広報担当） 2005年度 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 総務部倉庫 総務部総務課長 廃棄
庶務 広報 広報 琉球大学学報（第434号） 総務部総務課（広報担当） 2005年度 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 総務部倉庫 総務部総務課長 廃棄
庶務 広報 広報 琉球大学学報（第435号） 総務部総務課（広報担当） 2005年度 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 総務部倉庫 総務部総務課長 廃棄
庶務 広報 広報 琉球大学学報（第436号） 総務部総務課（広報担当） 2005年度 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 総務部倉庫 総務部総務課長 廃棄
庶務 広報 広報 琉球大学学報（第437号） 総務部総務課（広報担当） 2005年度 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 総務部倉庫 総務部総務課長 廃棄
庶務 広報 広報 琉球大学学報（第438号） 総務部総務課（広報担当） 2005年度 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 総務部倉庫 総務部総務課長 廃棄
庶務 広報 広報 琉球大学学報（第439号） 総務部総務課（広報担当） 2006年度 2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 総務部倉庫 総務部総務課長 廃棄
庶務 広報 広報 琉球大学学報（第440号） 総務部総務課（広報担当） 2006年度 2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 総務部倉庫 総務部総務課長 廃棄
庶務 広報 広報 琉球大学学報（第441号） 総務部総務課（広報担当） 2006年度 2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 総務部倉庫 総務部総務課長 廃棄
庶務 広報 広報 琉球大学学報（第442号） 総務部総務課（広報担当） 2006年度 2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 総務部倉庫 総務部総務課長 廃棄
庶務 広報 広報 琉球大学学報（第443号） 総務部総務課（広報担当） 2007年度 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 総務部倉庫 総務部総務課長 廃棄
庶務 広報 広報 琉球大学学報（第444号） 総務部総務課（広報担当） 2007年度 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 総務部倉庫 総務部総務課長 廃棄
庶務 広報 広報 琉球大学学報（第445号） 総務部総務課（広報担当） 2007年度 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 総務部倉庫 総務部総務課長 廃棄
庶務 広報 広報 琉球大学学報（第446号） 総務部総務課（広報担当） 2007年度 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 総務部倉庫 総務部総務課長 廃棄
庶務 広報 広報 琉球大学学報（第447号） 総務部総務課（広報担当） 2008年度 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 総務部倉庫 総務部総務課長 廃棄
庶務 広報 広報 琉球大学学報（第448号） 総務部総務課（広報担当） 2008年度 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 総務部倉庫 総務部総務課長 廃棄
庶務 広報 広報 琉球大学学報（第449号） 総務部総務課（広報担当） 2008年度 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 総務部倉庫 総務部総務課長 廃棄
庶務 広報 広報 琉球大学学報（第450号） 総務部総務課（広報担当） 2008年度 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 総務部倉庫 総務部総務課長 廃棄
庶務 広報 広報 学内ニュース（2009年1月） 総務部総務課（広報担当） 2008年度 2009/4/1 30年 2039/3/31 電子 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 広報 広報 学内ニュース（2009年2月） 総務部総務課（広報担当） 2008年度 2009/4/1 30年 2039/3/31 電子 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 広報 広報 学内ニュース（2009年3月） 総務部総務課（広報担当） 2008年度 2009/4/1 30年 2039/3/31 電子 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 広報 広報 学内ニュース（2009年4月） 総務部総務課（広報担当） 2009年度 2010/4/1 30年 2040/3/31 電子 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 広報 広報 学内ニュース（2009年5月） 総務部総務課（広報担当） 2009年度 2010/4/1 30年 2040/3/31 電子 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 広報 広報 学内ニュース（2009年6月） 総務部総務課（広報担当） 2009年度 2010/4/1 30年 2040/3/31 電子 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 広報 広報 学内ニュース（2009年7月） 総務部総務課（広報担当） 2009年度 2010/4/1 30年 2040/3/31 電子 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 広報 広報 学内ニュース（2009年8月） 総務部総務課（広報担当） 2009年度 2010/4/1 30年 2040/3/31 電子 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 広報 広報 学内ニュース（2009年9月） 総務部総務課（広報担当） 2009年度 2010/4/1 30年 2040/3/31 電子 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 広報 広報 学内ニュース（2009年10月） 総務部総務課（広報担当） 2009年度 2010/4/1 30年 2040/3/31 電子 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 広報 広報 学内ニュース（2009年11月） 総務部総務課（広報担当） 2009年度 2010/4/1 30年 2040/3/31 電子 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 広報 広報 学内ニュース（2009年12月） 総務部総務課（広報担当） 2009年度 2010/4/1 30年 2040/3/31 電子 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 広報 広報 学内ニュース（2010年1月） 総務部総務課（広報担当） 2009年度 2010/4/1 30年 2040/3/31 電子 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 広報 広報 学内ニュース（2010年2月） 総務部総務課（広報担当） 2009年度 2010/4/1 30年 2040/3/31 電子 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 広報 広報 学内ニュース（2010年3月） 総務部総務課（広報担当） 2009年度 2010/4/1 30年 2040/3/31 電子 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 広報 広報 学内ニュース（2010年4月） 総務部総務企画課（広報担当） 2010年度 2011/4/1 30年 2041/3/31 電子 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 広報 広報 学内ニュース（2010年5月） 総務部総務企画課（広報担当） 2010年度 2011/4/1 30年 2041/3/31 電子 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 広報 広報 学内ニュース（2010年6月） 総務部総務企画課（広報担当） 2010年度 2011/4/1 30年 2041/3/31 電子 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 広報 広報 学内ニュース（2010年7月） 総務部総務企画課（広報担当） 2010年度 2011/4/1 30年 2041/3/31 電子 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 広報 広報 学内ニュース（2010年8月） 総務部総務企画課（広報担当） 2010年度 2011/4/1 30年 2041/3/31 電子 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 広報 広報 学内ニュース（2010年9月） 総務部総務企画課（広報担当） 2010年度 2011/4/1 30年 2041/3/31 電子 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 広報 広報 学内ニュース（2010年10月） 総務部総務企画課（広報担当） 2010年度 2011/4/1 30年 2041/3/31 電子 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 広報 広報 学内ニュース（2010年11月） 総務部総務企画課（広報担当） 2010年度 2011/4/1 30年 2041/3/31 電子 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 広報 広報 学内ニュース（2010年12月） 総務部総務企画課（広報担当） 2010年度 2011/4/1 30年 2041/3/31 電子 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 広報 広報 学内ニュース（2011年1月） 総務部総務企画課（広報担当） 2010年度 2011/4/1 30年 2041/3/31 電子 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 広報 広報 学内ニュース（2011年2月） 総務部総務企画課（広報担当） 2010年度 2011/4/1 30年 2041/3/31 電子 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 広報 広報 学内ニュース（2011年3月） 総務部総務企画課（広報担当） 2010年度 2011/4/1 30年 2041/3/31 電子 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 広報 広報 学内ニュース（2011年4月） 総務部総務企画課（広報担当） 2011年度 2012/4/1 30年 2042/3/31 電子 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 広報 広報 学内ニュース（2011年5月） 総務部総務企画課（広報担当） 2011年度 2012/4/1 30年 2042/3/31 電子 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 広報 広報 学内ニュース（2011年6月） 総務部総務企画課（広報担当） 2011年度 2012/4/1 30年 2042/3/31 電子 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 広報 広報 学内ニュース（2011年7月） 総務部総務企画課（広報担当） 2011年度 2012/4/1 30年 2042/3/31 電子 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 広報 広報 学内ニュース（2011年8月） 総務部総務企画課（広報担当） 2011年度 2012/4/1 30年 2042/3/31 電子 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 広報 広報 学内ニュース（2011年9月） 総務部総務企画課（広報担当） 2011年度 2012/4/1 30年 2042/3/31 電子 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 広報 広報 学内ニュース（2011年10月） 総務部総務企画課（広報担当） 2011年度 2012/4/1 30年 2042/3/31 電子 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 広報 広報 学内ニュース（2011年11月） 総務部総務企画課（広報担当） 2011年度 2012/4/1 30年 2042/3/31 電子 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 広報 広報 学内ニュース（2011年12月） 総務部総務企画課（広報担当） 2011年度 2012/4/1 30年 2042/3/31 電子 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 広報 広報 学内ニュース（2012年1月） 総務部総務企画課（広報担当） 2011年度 2012/4/1 30年 2042/3/31 電子 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 広報 広報 学内ニュース（2012年2月） 総務部総務企画課（広報担当） 2011年度 2012/4/1 30年 2042/3/31 電子 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 広報 広報 学内ニュース（2012年3月） 総務部総務企画課（広報担当） 2011年度 2012/4/1 30年 2042/3/31 電子 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 広報 広報 琉大ニュースレター（創刊号） 総務部総務課（広報担当） 2005年度 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 広報 広報 琉大ニュースレター（2号） 総務部総務課（広報担当） 2006年度 2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 広報 広報 琉大ニュースレター（3号） 総務部総務課（広報担当） 2006年度 2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 広報 広報 琉大ニュースレター（4号） 総務部総務課（広報担当） 2007年度 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 広報 広報 琉大ニュースレター（5号） 総務部総務課（広報担当） 2007年度 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 広報 広報 琉大ニュースレター（6号） 総務部総務課（広報担当） 2008年度 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 広報 広報 琉大ニュースレター（7号） 総務部総務課（広報担当） 2008年度 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 広報 広報 琉大ニュースレター（8号） 総務部総務課（広報担当） 2009年度 2010/4/1 30年 2040/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 広報 広報 琉大ニュースレター（9号） 総務部総務企画課（広報担当） 2010年度 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 広報 広報 琉大ニュースレター（10号） 総務部総務企画課（広報担当） 2010年度 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 広報 広報 琉大ニュースレター（11号） 総務部総務企画課（広報担当） 2010年度 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 広報 広報 琉大ニュースレター（12号） 総務部総務企画課（広報担当） 2011年度 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 広報 広報 琉大ニュースレター（13号） 総務部総務企画課（広報担当） 2011年度 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 広報 広報 琉大ニュースレター（14号） 総務部総務企画課（広報担当） 2012年度 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
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庶務 広報 広報 琉大ニュースレター（15号） 総務部総務企画課（広報担当） 2012年度 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 広報 広報 琉大ニュースレター（16号） 総務部総務課（広報担当） 2013年度 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 広報 広報 琉大ニュースレター（17号） 総務部総務課（広報担当） 2013年度 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 広報 広報 琉大ニュースレター（18号） 広報室 2014年度 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 広報 広報 琉大ニュースレター（19号） 広報室 2014年度 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 広報 広報 琉大ニュースレター（20号） 広報室 2015年度 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 広報 広報 琉大ニュースレター（21号） 広報室 2016年度 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 広報 広報 琉大ニュースレター（22号） 広報室 2017年度 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 広報 広報 琉大ニュースレター（23号） 総務部総務課広報係 2017年度 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 広報 広報 琉大ニュースレター（24号） 総務部総務課広報係 2018年度 2019/4/1 30年 2049/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 広報 広報 琉大ニュースレター（25号） 総務部総務課広報係 2019年度 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 広報 広報 琉大ニュースレター（26号） 総務部総務課広報係 2019年度 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 広報 広報 琉大ニュースレター（27号） 総務部総務課広報係 2020年度 2021/4/1 30年 2051/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 広報 広報 琉大ニュースレター（28号） 総務部総務課広報係 2020年度 2021/4/1 30年 2051/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 広報 広報 文教ニュース・速報関係(平成28年度) 総務部総務課広報係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 総務部車庫倉庫 総務部総務課長 廃棄
庶務 広報 広報 文教ニュース・速報関係(平成29年度) 広報室 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 総務部車庫倉庫 総務部総務課長 廃棄
庶務 広報 広報 文教ニュース・速報関係(平成30年度) 総務部総務課広報係 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 総務部倉庫 総務部総務課長 廃棄
庶務 広報 広報 文教ニュース・速報関係(平成31（令和元）年度) 総務部総務課広報係 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 総務部倉庫 総務部総務課長 廃棄
庶務 広報 広報 文教ニュース・速報関係(令和２年度) 総務部総務課広報係 2020年度 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 広報 広報 まんが琉大物語関係 総務部総務課広報係 2018年度 2019/4/1 30年 2049/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 広報 広報 国立大学協会関係(平成28年度) 総務部総務課広報係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 総務部車庫倉庫 総務部総務課長 廃棄
庶務 広報 広報 国立大学協会関係(平成29年度) 総務部総務課広報係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 総務部車庫倉庫 総務部総務課長 廃棄
庶務 広報 広報 国立大学協会関係(平成30年度) 総務部総務課広報係 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 総務部倉庫 総務部総務課長 廃棄
庶務 広報 広報 国立大学協会関係(平成31（令和元）年度) 総務部総務課広報係 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 総務部倉庫 総務部総務課長 廃棄
庶務 広報 広報 国立大学協会関係(令和２年度) 総務部総務課広報係 2020年度 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 広報 広報 報道機関公表関係(平成28年度) 広報室 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 総務部車庫倉庫 総務部総務課長 廃棄
庶務 広報 広報 報道機関公表関係(平成29年度) 広報室 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 総務部車庫倉庫 総務部総務課長 廃棄
庶務 広報 広報 報道機関公表関係(平成30年度) 総務部総務課広報係 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 総務部倉庫 総務部総務課長 廃棄
庶務 広報 広報 報道機関公表関係(平成31（令和元）年度) 総務部総務課広報係 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 総務部倉庫 総務部総務課長 廃棄

庶務 広報 広報 報道機関公表関係(コロナ関連)(平成31（令和元）年度) 総務部総務課広報係 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 総務部倉庫 総務部総務課長 移管
新型コロナウイルス感
染症対応関係

庶務 広報 広報 報道機関公表関係(令和２年度) 総務部総務課広報係 2020年度 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄

庶務 広報 広報 報道機関公表関係(コロナ関連)(令和２年度) 総務部総務課広報係 2020年度 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 移管
新型コロナウイルス感
染症対応関係

庶務 広報 広報 定例記者懇談会(平成25年度) 総務部総務課（広報担当） 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 総務部車庫倉庫 総務部総務課長 廃棄
庶務 広報 広報 定例記者懇談会(平成26年度) 総務部総務課（広報担当） 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 総務部車庫倉庫 総務部総務課長 廃棄
庶務 広報 広報 定例記者懇談会(平成27年度) 広報室 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 総務部車庫倉庫 総務部総務課長 廃棄
庶務 広報 広報 定例記者懇談会(平成28年度) 広報室 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 総務部倉庫 総務部総務課長 廃棄
庶務 広報 広報 定例記者懇談会(平成29年度) 広報室 2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 総務部倉庫 総務部総務課長 廃棄
庶務 広報 広報 定例記者懇談会(平成30年度) 総務部総務課広報係 2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 総務部倉庫 総務部総務課長 廃棄
庶務 広報 広報 学長記者懇談会（平成31（令和元）年度） 総務部総務課広報係 2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 総務部倉庫 総務部総務課長 廃棄
庶務 広報 広報 学長記者懇談会(令和2年度) 総務部総務課広報係 2020年度 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 入試広報 大学見学 大学見学・修学旅行関係(平成28年度) 広報室 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 総務部車庫倉庫 総務部総務課長 廃棄
庶務 入試広報 大学見学 大学見学・修学旅行関係(平成29年度) 広報室 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 総務部車庫倉庫 総務部総務課長 廃棄
庶務 入試広報 大学見学 大学見学・修学旅行関係(平成30年度) 総務部総務課広報係 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 総務部倉庫 総務部総務課長 廃棄
庶務 入試広報 大学見学 大学見学・修学旅行関係（平成31（令和元）年度） 総務部総務課広報係 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 総務部倉庫 総務部総務課長 廃棄
庶務 入試広報 大学見学 大学見学・修学旅行関係(令和2年度) 総務部総務課広報係 2020年度 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 広報 ＨＰ 公式ＨＰ掲載関係(平成28年度) 広報室 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 総務部車庫倉庫 総務部総務課長 廃棄
庶務 広報 ＨＰ 公式ＨＰ掲載関係(平成29年度) 広報室 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 総務部車庫倉庫 総務部総務課長 廃棄
庶務 広報 ＨＰ 公式ＨＰ掲載関係(平成30年度) 総務部総務課広報係 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 総務部倉庫 総務部総務課長 廃棄
庶務 広報 ＨＰ 公式ＨＰ掲載関係（平成31（令和元）年度） 総務部総務課広報係 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 総務部倉庫 総務部総務課長 廃棄

庶務 広報 ＨＰ 公式ＨＰ掲載関係(コロナ関連)（平成31（令和元）年度） 総務部総務課広報係 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 総務部倉庫 総務部総務課長 移管
新型コロナウイルス感
染症対応関係

庶務 広報 ＨＰ 公式ＨＰ掲載関係(令和2年度) 総務部総務課広報係 2020年度 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄

庶務 広報 ＨＰ 公式ＨＰ掲載関係(コロナ関連)(令和2年度) 総務部総務課広報係 2020年度 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 移管
新型コロナウイルス感
染症対応関係

庶務 広報 広報 公式ＨＰリニューアル関係（平成30年度） 総務部総務課広報係 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 広報 広報 公式ＨＰリニューアル関係（平成31（令和元）年度） 総務部総務課広報係 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 広報 広報 SNS関係(令和2年度) 総務部総務課広報係 2020年度 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 広報 ＨＰ 学内広報関係(令和2年度) 総務部総務課広報係 2020年度 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 法規 規則 規則・規程関係 総務部総務課広報係 2018年度 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 法規 規則 ロゴマーク商標登録関係(平成21年度) 総務部総務課（広報担当） 2009年度 2010/4/1 30年 2040/3/31 電子 総務部倉庫 総務部総務課長 廃棄
庶務 法規 規則 学章・ロゴマーク名称使用関係(平成29年度) 総務部総務課広報係 2017年度 2018/4/1 30年 2048/3/31 電子 総務部倉庫 総務部総務課長 廃棄
庶務 法規 規則 学章及びエンブレム使用関係(平成30年度～) 総務部総務課広報係 2018年度 2021/4/1 30年 2051/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 法規 規則 学章及びエンブレム使用関係(令和2年度) 総務部総務課広報係 2020年度 2021/4/1 30年 2051/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 会議 ＵＩ開発 ＵＩ開発関係　電通との定例会議(平成29年度) 広報係 2017年度 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 会議 ＵＩ開発 ＵＩ開発関係　電通との定例会議(平成30年度) 総務部総務課広報係 2018年度 2019/4/1 30年 2049/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 広報 広報 その他の広報(平成28年度) 広報室 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 総務部車庫倉庫 総務部総務課長 廃棄
庶務 広報 広報 その他の広報(平成29年度) 広報室 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 総務部車庫倉庫 総務部総務課長 廃棄
庶務 広報 広報 その他の広報(平成30年度) 総務部総務課広報係 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 総務部倉庫 総務部総務課長 廃棄
庶務 広報 広報 その他の広報（平成31（令和元）年度） 総務部総務課広報係 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 総務部倉庫 総務部総務課長 廃棄
庶務 広報 広報 その他の広報(令和2年度) 総務部総務課広報係 2020年度 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 文書 文書管理 各種調査・依頼(平成29年度) 広報室 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 総務部倉庫 総務部総務課長 廃棄
庶務 文書 文書管理 各種調査・依頼(平成30年度) 総務部総務課広報係 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 総務部倉庫 総務部総務課長 廃棄
庶務 広報 文書管理 各種調査・依頼（平成31（令和元）年度） 総務部総務課広報係 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 総務部倉庫 総務部総務課長 廃棄
庶務 広報 文書管理 各種調査・依頼(令和2年度) 総務部総務課広報係 2020年度 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 広報 職員録 職員録(平成23年度）原稿 総務部総務企画課（広報担当） 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 電子 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 広報 職員録 職員録(平成24年度)原稿 総務部総務企画課（広報担当） 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 電子 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 広報 職員録 職員録(平成25年度)原稿 総務部総務課（広報担当） 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 電子 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 広報 職員録 職員録(平成26年度)原稿 総務部総務課（広報担当） 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 電子 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 広報 職員録 職員録(平成27年度)原稿 総務部総務課（広報担当） 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 電子 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 広報 職員録 職員録(平成28年度)原稿 総務部総務課（広報担当） 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 電子 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 広報 職員録 職員録(平成29年度)原稿 総務部総務課（広報担当） 2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 電子 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
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庶務 広報 職員録 職員録(平成30年度)原稿 総務部総務課広報係 2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 電子 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 広報 職員録 職員録（平成31（令和元）年度）原稿 総務部総務課広報係 2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 電子 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 広報 職員録 職員録(令和2年度) 総務部総務課広報係 2020年度 2021/4/1 10年 2031/3/31 電子 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 広報 広報 新聞切り抜き（平成23年度） 総務部総務企画課（広報担当） 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 総務部車庫倉庫 総務部総務課長 廃棄
庶務 広報 広報 新聞切り抜き（平成24年度） 総務部総務企画課（広報担当） 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 総務部車庫倉庫 総務部総務課長 廃棄
庶務 広報 広報 新聞切り抜き(平成25年度) 総務部総務課（広報担当） 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 総務部車庫倉庫 総務部総務課長 廃棄
庶務 広報 広報 新聞切り抜き(平成26年度) 総務部総務課（広報担当） 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 総務部車庫倉庫 総務部総務課長 廃棄
庶務 広報 広報 新聞切り抜き(平成27年度) 広報室 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 総務部車庫倉庫 総務部総務課長 廃棄
庶務 広報 広報 新聞切り抜き(平成28年度) 広報室 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 総務部車庫倉庫 総務部総務課長 廃棄
庶務 広報 広報 新聞切り抜き(平成29年度) 広報室 2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 総務部倉庫 総務部総務課長 廃棄
庶務 広報 広報 新聞切り抜き(平成30年度) 総務部総務課広報係 2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 総務部倉庫 総務部総務課長 廃棄
庶務 広報 広報 新聞切り抜き（平成31（令和元）年度） 総務部総務課広報係 2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 総務部倉庫 総務部総務課長 廃棄
庶務 広報 広報 新聞切り抜き(令和2年度) 総務部総務課広報係 2020年度 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 広報 広報 大学ランキング関係(平成29年度) 総務部総務課広報係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 総務部倉庫 総務部総務課長 廃棄
庶務 広報 広報 大学ランキング関係(平成30年度) 総務部総務課広報係 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 総務部倉庫 総務部総務課長 廃棄
庶務 広報 広報 大学ランキング関係(平成31（令和元）年度) 総務部総務課広報係 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 総務部倉庫 総務部総務課長 廃棄
庶務 広報 広報 大学ランキング関係(令和2年度) 総務部総務課広報係 2020年度 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 広報 広報 HTPワーキング(平成31（令和元）年度) 総務部総務課広報係 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 総務課事務室 総務部総務課長 廃棄
庶務 広報 広報 他大学概要（平成28年度） 広報室 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 総務部車庫倉庫 総務部総務課長 廃棄
庶務 広報 広報 他大学概要（平成29年度） 広報室 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 総務部車庫倉庫 総務部総務課長 廃棄
庶務 広報 広報 他大学概要（平成30年度） 総務部総務課広報係 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 総務部車庫倉庫 総務部総務課長 廃棄
庶務 広報 広報 他大学概要（平成31（令和元）年度） 総務部総務課広報係 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 総務部車庫倉庫 総務部総務課長 廃棄
庶務 広報 広報 他大学概要等(令和2年度) 総務部総務課広報係 2020年度 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 総務部倉庫 総務部総務課長 廃棄
庶務 広報 広報 研究広報マニュアル関係（平成30年度） 総務部総務課広報係 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 総務部倉庫 総務部総務課長 廃棄
庶務 広報 広報 広報グッズ関係（平成28年度） 総務部総務課広報係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 印刷室 総務部総務課長 廃棄
庶務 広報 広報 広報グッズ関係（平成29年度） 総務部総務課広報係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 総務部倉庫 総務部総務課長 廃棄
庶務 広報 広報 広報グッズ関係（平成30年度） 総務部総務課広報係 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 総務部倉庫 総務部総務課長 廃棄
庶務 組織 定員 定員削減関係(平成18年～） 総務部人事課課長代理(人事） 2006年度 2012/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 総括 総括 任用例規(昭和51年） 総務部人事課任用係 1976年度 1993/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 総括 総括 任用例規(昭和52年） 総務部人事課任用係 1977年度 1994/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 総括 総括 任用例規(昭和53年） 総務部人事課任用係 1978年度 1995/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 総括 総括 任用例規(昭和54年） 総務部人事課任用係 1979年度 1996/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 総括 総括 任用例規(昭和55年） 総務部人事課任用係 1980年度 1997/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 総括 総括 任用例規(昭和56年） 総務部人事課任用係 1981年度 1998/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 総括 総括 任用例規(昭和57年） 総務部人事課任用係 1982年度 1999/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 総括 総括 任用例規(昭和58年） 総務部人事課任用係 1983年度 2000/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 総括 総括 任用例規(昭和59年） 総務部人事課任用係 1984年度 2001/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 総括 総括 任用例規(昭和60年） 総務部人事課任用係 1985年度 2002/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 総括 総括 任用例規(昭和61年） 総務部人事課任用係 1986年度 2003/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 総括 総括 任用例規(昭和62年） 総務部人事課任用係 1987年度 2004/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 総括 総括 任用例規(平成1年） 総務部人事課任用係 1988年度 2005/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 総括 総括 任用例規(平成2年） 総務部人事課任用係 1989年度 2006/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 総括 総括 任用例規(平成3年） 総務部人事課任用係 1990年度 2007/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 総括 総括 任用例規(平成4年） 総務部人事課任用係 1991年度 2008/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 総括 総括 任用例規(平成5年） 総務部人事課任用係 1992年度 2009/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 総括 総括 任用例規(平成6年） 総務部人事課任用係 1993年度 2010/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 総括 総括 任用例規(平成7年） 総務部人事課任用係 1994年度 2011/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 総括 総括 任用例規(平成8年） 総務部人事課任用係 1995年度 2012/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 総括 総括 任用例規(平成9年） 総務部人事課任用係 1996年度 2013/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 総括 総括 任用例規(平成10年） 総務部人事課任用係 1997年度 2014/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 総括 総括 大学教員等の任期に関する法律関係(平成10年度） 総務部人事課任用係 1998年度 1999/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 組織 定員 定員関係資料(昭和41年度） 総務部人事課任用係 1966年度 1967/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 組織 定員 定員現員表(昭和46年度） 総務部人事課任用係 1971年度 1972/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 組織 定員 定員現員表(昭和47年度） 総務部人事課任用係 1972年度 1973/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 組織 定員 定員現員表(昭和47年度） 総務部人事課任用係 1972年度 1974/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 組織 定員 定員現員表(昭和48年度） 総務部人事課任用係 1972年度 1975/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 組織 定員 定員現員表(昭和49年度） 総務部人事課任用係 1972年度 1976/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 組織 定員 定員現員表(昭和50年度） 総務部人事課任用係 1975年度 1977/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 組織 定員 定員現員表(昭和51年度） 総務部人事課任用係 1976年度 1978/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 組織 定員 定員現員表(昭和52年度） 総務部人事課任用係 1977年度 1978/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 組織 定員 定員現員表(昭和53年度） 総務部人事課任用係 1978年度 1979/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 組織 定員 定員現員表(昭和54年度） 総務部人事課任用係 1979年度 1980/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 組織 定員 定員現員表(昭和55年度） 総務部人事課任用係 1980年度 1981/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 組織 定員 定員現員表(昭和56年度） 総務部人事課任用係 1981年度 1982/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 組織 定員 定員現員表(昭和57年度） 総務部人事課任用係 1982年度 1983/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 組織 定員 定員現員表(昭和58年度） 総務部人事課任用係 1983年度 1984/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 組織 定員 定員現員表(昭和59年度） 総務部人事課任用係 1984年度 1985/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 組織 定員 定員現員表(昭和60年度） 総務部人事課任用係 1985年度 1986/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 組織 定員 定員現員表(昭和61年度） 総務部人事課任用係 1986年度 1987/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 組織 定員 定員現員表(昭和62年度） 総務部人事課任用係 1987年度 1988/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 組織 定員 定員現員表(昭和63年度） 総務部人事課任用係 1988年度 1990/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 組織 定員 定員現員表(平成元年度） 総務部人事課任用係 1988年度 1990/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 組織 定員 定員現員表(平成2年度） 総務部人事課任用係 1990年度 1991/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 組織 定員 定員現員表(平成3年度） 総務部人事課任用係 1991年度 1993/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 組織 定員 定員現員表(平成4年度） 総務部人事課任用係 1991年度 1993/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 組織 定員 定員現員表(平成5年度） 総務部人事課任用係 1993年度 1994/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 組織 定員 定員現員表(平成6年度） 総務部人事課任用係 1994年度 1995/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄 分割2
庶務 組織 定員 定員現員表(平成7年度） 総務部人事課任用係 1995年度 1996/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 組織 定員 定員現員表(平成8年度） 総務部人事課任用係 1996年度 1997/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 組織 定員 定員現員表(平成9年度） 総務部人事課任用係 1997年度 1998/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 組織 定員 定員現員表(平成10年度） 総務部人事課任用係 1998年度 1999/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 組織 定員 定員現員表(平成11年度） 総務部人事課任用係 1999年度 2000/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 組織 定員 定員現員表(平成12年度） 総務部人事課任用係 2000年度 2001/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
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庶務 組織 定員 定員現員表(平成13年度） 総務部人事課任用係 2001年度 2002/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 組織 定員 定員現員表(平成14年度） 総務部人事課任用係 2002年度 2003/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 組織 定員 定員現員表(平成15年度） 総務部人事課任用係 2003年度 2004/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 組織 定員 定員現員表(平成16年度） 総務部人事課任用係 2004年度 2005/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 組織 定員 定員現員表(平成17年度） 総務部人事課任用係 2005年度 2006/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 組織 定員 定員現員表(平成18年度） 総務部人事課任用係 2006年度 2007/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 組織 定員 定員現員表(平成19年度） 総務部人事課任用係 2007年度 2008/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 組織 定員 定員現員表(平成20年度） 総務部人事課任用係 2008年度 2009/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 組織 定員 定員現員表(平成21年度） 総務部人事課任用係 2009年度 2010/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 組織 定員 定員現員表(平成22年度） 総務部人事課任用係 2010年度 2011/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 組織 定員 定員現員表(平成23年度） 総務部人事課任用係 2011年度 2012/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 組織 定員 定員現員表(平成24年度） 総務部人事課任用係 2012年度 2013/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 組織 定員 定員現員表(平成25年度） 総務部人事課任用係 2013年度 2014/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 組織 定員 定員現員表(平成25年度～） 総務部人事課任用係 2013年度 2014/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 組織 定員 定員削減関係(昭和55年度） 総務部人事課任用係 1980年度 1981/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 組織 定員 定員削減関係(昭和56年度） 総務部人事課任用係 1981年度 1982/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 組織 定員 定員削減関係(昭和57年度） 総務部人事課任用係 1982年度 1983/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 組織 定員 定員削減関係(昭和58年度） 総務部人事課任用係 1983年度 1984/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 組織 定員 定員削減関係(昭和59年度） 総務部人事課任用係 1984年度 1985/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 組織 定員 定員削減関係(昭和60年度） 総務部人事課任用係 1985年度 1986/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 組織 定員 定員削減関係(昭和61年度） 総務部人事課任用係 1986年度 1987/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 組織 定員 定員削減関係(昭和62年度） 総務部人事課任用係 1987年度 1988/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 組織 定員 定員削減関係(昭和63年度） 総務部人事課任用係 1988年度 1989/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 組織 定員 定員削減関係(平成1年度） 総務部人事課任用係 1989年度 1990/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 組織 定員 定員削減関係(平成2年度） 総務部人事課任用係 1990年度 1991/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 組織 定員 定員削減関係(平成3年度） 総務部人事課任用係 1991年度 1992/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 組織 定員 定員削減関係(平成4年度） 総務部人事課任用係 1992年度 1993/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 組織 定員 定員削減関係(平成5年度） 総務部人事課任用係 1993年度 1994/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 組織 定員 定員削減関係(平成6年度） 総務部人事課任用係 1994年度 1995/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 組織 定員 定員削減関係(平成7年度） 総務部人事課任用係 1995年度 1996/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 組織 定員 定員削減関係(平成8年～） 総務部人事課任用係 1996年度 1997/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 組織 定員 定員削減関係(平成9年度） 総務部人事課任用係 1997年度 1998/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 組織 定員 定員削減関係(平成10年度） 総務部人事課任用係 1998年度 1999/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 組織 定員 定員削減関係(平成11年度） 総務部人事課任用係 1999年度 2000/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 組織 定員 定員削減関係(平成12年度） 総務部人事課任用係 2000年度 2001/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 組織 定員 定員削減関係(平成13年度） 総務部人事課任用係 2001年度 2002/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 組織 定員 定員削減関係(平成14年度） 総務部人事課任用係 2002年度 2003/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 組織 定員 定員削減関係(平成15年度） 総務部人事課任用係 2003年度 2004/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 組織 定員 定員削減関係(平成16年度） 総務部人事課任用係 2004年度 2005/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 組織 定員 定員削減関係(平成17年度） 総務部人事課任用係 2005年度 2006/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 組織 定員 定員削減関係(平成18年度） 総務部人事課任用係 2006年度 2007/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 組織 定員 定員削減計画関係(平成18年度～） 総務部人事課任用係 2006年度 2007/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 組織 定員 削減資料NO2H9．4～ 総務部人事課任用係 1997年度 1998/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 組織 定員 教職員定員(通知）関係(昭和47年度） 総務部人事課任用係 1972年度 1973/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 組織 定員 教職員定員(通知）関係(昭和48年度） 総務部人事課任用係 1973年度 1974/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 組織 定員 教職員定員(通知）関係(昭和49年度） 総務部人事課任用係 1974年度 1975/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 組織 定員 教職員定員(通知）関係(昭和50年度） 総務部人事課任用係 1975年度 1976/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 組織 定員 教職員定員(通知）関係(昭和51年度） 総務部人事課任用係 1976年度 1977/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 組織 定員 教職員定員(通知）関係(昭和52年度） 総務部人事課任用係 1977年度 1978/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 組織 定員 教職員定員(通知）関係(昭和53年度） 総務部人事課任用係 1978年度 1979/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 組織 定員 教職員定員(通知）関係(昭和54年度） 総務部人事課任用係 1979年度 1980/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 組織 定員 教職員定員(通知）関係(昭和55年度） 総務部人事課任用係 1980年度 1981/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 組織 定員 教職員定員(通知）関係(昭和56年度） 総務部人事課任用係 1981年度 1982/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 組織 定員 教職員定員(通知）関係(昭和57年度） 総務部人事課任用係 1982年度 1983/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 組織 定員 教職員定員(通知）関係(昭和58年度） 総務部人事課任用係 1983年度 1984/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 組織 定員 教職員定員(通知）関係(昭和59年度） 総務部人事課任用係 1984年度 1985/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 組織 定員 教職員定員(通知）関係(昭和60年度） 総務部人事課任用係 1985年度 1986/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 組織 定員 教職員定員(通知）関係(昭和61年度） 総務部人事課任用係 1986年度 1987/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 組織 定員 教職員定員(通知）関係(昭和62年度） 総務部人事課任用係 1987年度 1988/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 組織 定員 教職員定員(通知）関係(昭和63年度） 総務部人事課任用係 1988年度 1989/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 組織 定員 教職員定員(通知）関係(平成元年度） 総務部人事課任用係 1989年度 1990/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 組織 定員 教職員定員(通知）関係(平成2年度） 総務部人事課任用係 1990年度 1991/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 組織 定員 教職員定員(通知）関係(平成3年度） 総務部人事課任用係 1991年度 1992/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 組織 定員 教職員定員(通知）関係(平成4年度） 総務部人事課任用係 1992年度 1993/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 組織 定員 教職員定員(通知）関係(平成5年度） 総務部人事課任用係 1993年度 1994/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 組織 定員 教職員定員(通知）関係(平成6年度） 総務部人事課任用係 1994年度 1995/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 組織 定員 国立学校等における係長主任の定数について(昭和47年度） 総務部人事課任用係 1972年度 1973/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 組織 定員 国立学校等における係長主任の定数について(昭和48年度） 総務部人事課任用係 1973年度 1974/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 組織 定員 国立学校等における係長主任の定数について(昭和49年度） 総務部人事課任用係 1974年度 1975/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 組織 定員 国立学校等における係長主任の定数について(昭和50年度） 総務部人事課任用係 1975年度 1976/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 組織 定員 国立学校等における係長主任の定数について(昭和51年度） 総務部人事課任用係 1976年度 1977/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 組織 定員 国立学校等における係長主任の定数について(昭和52年度） 総務部人事課任用係 1977年度 1978/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 組織 定員 国立学校等における係長主任の定数について(昭和53年度） 総務部人事課任用係 1978年度 1979/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 組織 定員 国立学校等における係長主任の定数について(昭和54年度） 総務部人事課任用係 1979年度 1980/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 組織 定員 国立学校等における係長主任の定数について(昭和55年度） 総務部人事課任用係 1980年度 1981/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 組織 定員 国立学校等における係長主任の定数について(昭和56年度） 総務部人事課任用係 1981年度 1982/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 組織 定員 国立学校等における係長主任の定数について(昭和57年度） 総務部人事課任用係 1982年度 1983/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 組織 定員 国立学校等における係長主任の定数について(昭和58年度） 総務部人事課任用係 1983年度 1984/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 組織 定員 国立学校等における係長主任の定数について(昭和59年度） 総務部人事課任用係 1984年度 1985/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 組織 定員 国立学校等における係長主任の定数について(昭和60年度） 総務部人事課任用係 1985年度 1986/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 組織 定員 国立学校等における係長主任の定数について(昭和61年度） 総務部人事課任用係 1986年度 1987/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 組織 定員 国立学校等における係長主任の定数について(昭和62年度） 総務部人事課任用係 1987年度 1988/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 組織 定員 国立学校等における係長主任の定数について(昭和63年度） 総務部人事課任用係 1988年度 1989/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
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庶務 組織 定員 国立学校等における係長主任の定数について(平成1年度） 総務部人事課任用係 1989年度 1990/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 組織 定員 国立学校等における係長主任の定数について(平成2年度） 総務部人事課任用係 1990年度 1991/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 組織 定員 教官定員の流用関係書類綴(昭和54年度） 総務部人事課任用係 1979年度 1980/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 組織 定員 教官定員の流用関係書類綴(昭和55年度） 総務部人事課任用係 1980年度 1981/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 組織 定員 教官定員の流用関係書類綴(昭和56年度） 総務部人事課任用係 1981年度 1982/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 組織 定員 教官定員の流用関係書類綴(昭和57年度） 総務部人事課任用係 1982年度 1983/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 組織 定員 教官定員の流用関係書類綴(昭和58年度） 総務部人事課任用係 1983年度 1984/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 組織 定員 教官定員の流用関係書類綴(昭和59年度） 総務部人事課任用係 1984年度 1985/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 組織 定員 教官定員の流用関係書類綴(昭和60年度） 総務部人事課任用係 1985年度 1986/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 組織 定員 教官定員の流用関係書類綴(昭和61年度） 総務部人事課任用係 1986年度 1987/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 組織 定員 教官定員の流用関係書類綴(昭和62年度） 総務部人事課任用係 1987年度 1988/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 組織 定員 教官定員の流用関係書類綴(昭和63年度） 総務部人事課任用係 1988年度 1989/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 組織 定員 教官定員の流用関係書類綴(平成1年度） 総務部人事課任用係 1989年度 1990/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 組織 定員 教官定員の流用関係書類綴(平成2年度） 総務部人事課任用係 1990年度 1991/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 組織 定員 教官定員の流用関係書類綴(平成3年度） 総務部人事課任用係 1991年度 1992/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 組織 定員 教官定員の流用関係書類綴(平成4年度） 総務部人事課任用係 1992年度 1993/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 組織 定員 教官定員の流用について(平成7年度） 総務部人事課任用係 1995年度 1996/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 組織 定員 教官定員の流用について(平成8年度） 総務部人事課任用係 1996年度 1997/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 組織 定員 教官定員の流用について(平成9年度） 総務部人事課任用係 1997年度 1998/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 組織 定員 教官定員の流用について(平成10年度） 総務部人事課任用係 1998年度 1999/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 組織 定員 教官定員の流用について(平成11年度） 総務部人事課任用係 1999年度 2000/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 組織 定員 教官定員の流用について(平成12年度） 総務部人事課任用係 2000年度 2001/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 組織 定員 教官定員の流用について(平成13年度） 総務部人事課任用係 2001年度 2002/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 組織 定員 教官定員の流用について(平成14年度～） 総務部人事課任用係 2002年度 2003/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 会議 総括 就業規則等の変更理由 総務部人事課任用係 2004年度 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 常勤職員 任免簿(事務系）(昭和47年度） 総務部人事課任用係 1972年度 1973/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 常勤職員 二種職員採用パンフレット(平成9年度） 総務部人事課任用係 1997年度 1998/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 常勤職員 二種職員採用パンフレット(平成10年度） 総務部人事課任用係 1998年度 1999/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 常勤職員 二種職員採用パンフレット(平成11年度） 総務部人事課任用係 1999年度 2000/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 常勤職員 二種職員採用パンフレット(平成12年度） 総務部人事課任用係 2000年度 2001/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 常勤職員 人事関係書類綴(昭和34年度） 総務部人事課任用係 1959年度 1960/4/1 無期限 無期限 紙 第一研修室 総務部人事企画課課長 廃棄 分割2
庶務 任用 常勤職員 人事関係書類綴(昭和35年度） 総務部人事課任用係 1960年度 1961/4/1 無期限 無期限 紙 第一研修室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 常勤職員 選考採用関係(平成3年度） 総務部人事課任用係 1991年度 1992/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 常勤職員 選考採用関係(平成4年度） 総務部人事課任用係 1992年度 1993/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 常勤職員 選考採用関係(平成5年度） 総務部人事課任用係 1993年度 1994/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 常勤職員 選考採用関係(平成6年度） 総務部人事課任用係 1994年度 1995/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 常勤職員 選考採用関係(平成7年度） 総務部人事課任用係 1995年度 1996/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 常勤職員 人事関係書類綴(昭和28年度） 総務部人事課任用係 1953年度 1954/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 常勤職員 人事関係書類綴(昭和29年度） 総務部人事課任用係 1954年度 1955/4/1 無期限 無期限 紙 第一研修室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 常勤職員 人事関係書類綴(昭和31年度） 総務部人事課任用係 1956年度 1957/4/1 無期限 無期限 紙 第一研修室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 常勤職員 人事関係書類綴(昭和33年度） 総務部人事課任用係 1958年度 1959/4/1 無期限 無期限 紙 第一研修室 総務部人事企画課課長 廃棄 分割2
庶務 任用 常勤職員 工学部・施設部技官選考書類綴(昭和56年度） 総務部人事課任用係 1981年度 1982/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 常勤職員 国鉄職員採用関係綴(昭和61年度） 総務部人事課任用係 1986年度 1987/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 常勤職員 国鉄職員採用関係綴(昭和62年度） 総務部人事課任用係 1987年度 1988/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 常勤職員 国鉄職員採用関係綴(昭和63年度） 総務部人事課任用係 1988年度 1989/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 常勤職員 国鉄職員採用関係綴(平成元年度） 総務部人事課任用係 1989年度 1990/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 常勤職員 事務長・課長補佐・室長補佐の配置及び廃止(昭和47年） 総務部人事課任用係 1972年度 1973/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 常勤職員 事務長・課長補佐・室長補佐の配置及び廃止(昭和48年） 総務部人事課任用係 1973年度 1974/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 常勤職員 事務長・課長補佐・室長補佐の配置及び廃止(昭和49年） 総務部人事課任用係 1974年度 1975/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 常勤職員 事務長・課長補佐・室長補佐の配置及び廃止(昭和50年） 総務部人事課任用係 1975年度 1976/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 常勤職員 事務長・課長補佐・室長補佐の配置及び廃止(昭和51年） 総務部人事課任用係 1976年度 1977/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 常勤職員 事務長・課長補佐・室長補佐の配置及び廃止(昭和52年） 総務部人事課任用係 1977年度 1978/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 常勤職員 事務長・課長補佐・室長補佐の配置及び廃止(昭和53年） 総務部人事課任用係 1978年度 1979/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 常勤職員 事務長・課長補佐・室長補佐の配置及び廃止(昭和54年） 総務部人事課任用係 1979年度 1980/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 常勤職員 事務長・課長補佐・室長補佐の配置及び廃止(昭和55年） 総務部人事課任用係 1980年度 1981/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 常勤職員 事務長・課長補佐・室長補佐の配置及び廃止(昭和56年） 総務部人事課任用係 1981年度 1982/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 常勤職員 事務長・課長補佐・室長補佐の配置及び廃止(昭和57年） 総務部人事課任用係 1982年度 1983/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 常勤職員 事務長・課長補佐・室長補佐の配置及び廃止(昭和58年） 総務部人事課任用係 1983年度 1984/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 常勤職員 事務長・課長補佐・室長補佐の配置及び廃止(昭和59年） 総務部人事課任用係 1984年度 1985/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 常勤職員 事務長・課長補佐・室長補佐の配置及び廃止(昭和60年） 総務部人事課任用係 1985年度 1986/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 常勤職員 事務長・課長補佐・室長補佐の配置及び廃止(昭和61年） 総務部人事課任用係 1986年度 1987/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 常勤職員 事務長・課長補佐・室長補佐の配置及び廃止(昭和62年） 総務部人事課任用係 1987年度 1988/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 常勤職員 事務長・課長補佐・室長補佐の配置及び廃止(昭和63年） 総務部人事課任用係 1988年度 1989/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 常勤職員 事務長・課長補佐・室長補佐の配置及び廃止(平成1年度） 総務部人事課任用係 1989年度 1990/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 常勤職員 事務長・課長補佐・室長補佐の配置及び廃止(平成2年度） 総務部人事課任用係 1990年度 1991/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 常勤職員 事務長・課長補佐・室長補佐の配置及び廃止(平成3年度） 総務部人事課任用係 1991年度 1992/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 常勤職員 事務長・課長補佐・室長補佐の配置及び廃止(平成4年度） 総務部人事課任用係 1992年度 1993/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 常勤職員 事務長・課長補佐・室長補佐の配置及び廃止(平成5年度） 総務部人事課任用係 1993年度 1994/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 常勤職員 事務長・課長補佐・室長補佐の配置及び廃止(平成6年度） 総務部人事課任用係 1994年度 1995/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 常勤職員 事務長・課長補佐・室長補佐の配置及び廃止(平成7年度） 総務部人事課任用係 1995年度 1996/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 常勤職員 事務長・課長補佐及び専門職員の配置(平成7年度） 総務部人事課任用係 1995年度 1996/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 常勤職員 事務長・課長補佐及び専門職員の配置(平成8年度） 総務部人事課任用係 1996年度 1997/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 常勤職員 事務長・課長補佐及び専門職員の配置(平成9年度） 総務部人事課任用係 1997年度 1998/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 常勤職員 事務長・課長補佐及び専門職員の配置(平成10年度） 総務部人事課任用係 1998年度 1999/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 常勤職員 事務長・課長補佐及び専門職員の配置(平成11年度） 総務部人事課任用係 1999年度 2000/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 常勤職員 事務長及び補佐の任用手続き(昭和47年度） 総務部人事課任用係 1972年度 1973/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 常勤職員 事務長及び補佐の任用手続き(昭和48年度） 総務部人事課任用係 1973年度 1974/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 常勤職員 事務長及び補佐の任用手続き(昭和49年度） 総務部人事課任用係 1974年度 1975/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 常勤職員 事務長及び補佐の任用手続き(昭和50年度） 総務部人事課任用係 1975年度 1976/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 常勤職員 事務長及び補佐の任用手続き(昭和51年度） 総務部人事課任用係 1976年度 1977/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 常勤職員 事務長及び補佐の任用手続き(昭和52年度） 総務部人事課任用係 1977年度 1978/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 常勤職員 事務長及び補佐の任用手続き(昭和53年度） 総務部人事課任用係 1978年度 1979/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 常勤職員 事務長及び補佐の任用手続き(昭和54年度） 総務部人事課任用係 1979年度 1980/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
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庶務 任用 常勤職員 事務長及び補佐の任用手続き(昭和55年度） 総務部人事課任用係 1980年度 1981/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 常勤職員 事務長及び補佐の任用手続き(昭和56年度） 総務部人事課任用係 1981年度 1982/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 常勤職員 事務長及び補佐の任用手続き(昭和57年度） 総務部人事課任用係 1982年度 1983/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 常勤職員 事務長及び補佐の任用手続き(昭和58年度） 総務部人事課任用係 1983年度 1984/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 常勤職員 事務長及び補佐の任用手続き(昭和59年度） 総務部人事課任用係 1984年度 1985/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 常勤職員 事務長及び補佐の任用手続き(昭和60年度） 総務部人事課任用係 1985年度 1986/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 常勤職員 事務長及び補佐の任用手続き(昭和61年度） 総務部人事課任用係 1986年度 1987/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 常勤職員 事務長及び補佐の任用手続き(昭和62年度） 総務部人事課任用係 1987年度 1988/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 常勤職員 事務長及び補佐の任用手続き(昭和63年度） 総務部人事課任用係 1988年度 1989/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 常勤職員 事務長及び補佐の任用手続き(平成1年度） 総務部人事課任用係 1989年度 1990/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 常勤職員 事務長及び補佐の任用手続き(平成2年度） 総務部人事課任用係 1990年度 1991/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 常勤職員 事務長及び補佐の任用手続き(平成3年度） 総務部人事課任用係 1991年度 1992/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 常勤職員 事務長及び補佐の任用手続き(平成4年度） 総務部人事課任用係 1992年度 1993/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 常勤職員 事務長及び補佐の任用手続き(平成5年度） 総務部人事課任用係 1993年度 1994/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 常勤職員 事務長及び補佐の任用手続き(平成6年度） 総務部人事課任用係 1994年度 1995/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 常勤職員 事務長及び補佐の任用手続き(平成7年度） 総務部人事課任用係 1995年度 1996/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄

庶務 任用 常勤職員 昭和48年～平成2年の国家公務員採用関係に基づく候補者名簿からの採用予定数報告 総務部人事課任用係 1973年度 1991/4/1 無期限 無期限 紙
教授職員会事務所横
倉庫

総務部人事企画課課長 廃棄

庶務 任用 常勤職員 選考採用関係(平成8年度） 総務部人事課任用係 1996年度 1997/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄

庶務 任用 常勤職員 職員採用選考関係(平成8年度） 総務部人事課任用係 1996年度 1997/4/1 無期限 無期限 紙
教授職員会事務所横
倉庫

総務部人事企画課課長 廃棄

庶務 任用 常勤職員 職員採用選考関係(平成9年度） 総務部人事課任用係 1997年度 1998/4/1 無期限 無期限 紙
教授職員会事務所横
倉庫

総務部人事企画課課長 廃棄

庶務 任用 常勤職員 職員採用選考関係(平成10年度） 総務部人事課任用係 1998年度 1999/4/1 無期限 無期限 紙
教授職員会事務所横
倉庫

総務部人事企画課課長 廃棄

庶務 任用 常勤職員 職員採用選考関係(平成11年度） 総務部人事課任用係 1999年度 2000/4/1 無期限 無期限 紙
教授職員会事務所横
倉庫

総務部人事企画課課長 廃棄

庶務 任用 常勤職員 退職の勧奨について(昭和47年度） 総務部人事課任用係 1972年度 1973/4/1 無期限 無期限 紙
教授職員会事務所横
倉庫

総務部人事企画課課長 廃棄

庶務 任用 常勤職員 退職の勧奨について(昭和48年度） 総務部人事課任用係 1973年度 1974/4/1 無期限 無期限 紙
教授職員会事務所横
倉庫

総務部人事企画課課長 廃棄

庶務 任用 常勤職員 退職の勧奨について(昭和49年度） 総務部人事課任用係 1974年度 1975/4/1 無期限 無期限 紙
教授職員会事務所横
倉庫

総務部人事企画課課長 廃棄

庶務 任用 常勤職員 退職の勧奨について(昭和50年度） 総務部人事課任用係 1975年度 1976/4/1 無期限 無期限 紙
教授職員会事務所横
倉庫

総務部人事企画課課長 廃棄

庶務 任用 常勤職員 旧姓使用関係綴 総務部人事課任用係 2001年度 2002/4/1 無期限 無期限 紙
教授職員会事務所横
倉庫

総務部人事企画課課長 廃棄

庶務 任用 常勤職員 旧姓使用関係綴(H20.11～） 総務部人事課任用係 2008年度 2012/4/1 無期限 無期限 紙
教授職員会事務所横
倉庫

総務部人事企画課課長 廃棄

庶務 任用 常勤職員 法人化関係（平成16年度） 総務部人事課任用係 2004年度 2005/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 常勤職員 在外教育施設派遣関係(平成16年度） 総務部人事課任用係 2004年度 2005/4/1 30年 2039/3/31 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 常勤職員 在外教育施設派遣関係(平成17年度） 総務部人事課任用係 2005年度 2006/4/1 30年 2039/3/31 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 常勤職員 在外教育施設派遣関係(平成18年度） 総務部人事課任用係 2006年度 2007/4/1 30年 2039/3/31 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 常勤職員 在外教育施設派遣関係(平成19年度） 総務部人事課任用係 2007年度 2008/4/1 30年 2039/3/31 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 常勤職員 在外教育施設派遣関係(平成20年度） 総務部人事課任用係 2008年度 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 常勤職員 在外教育施設派遣関係(平成21年度） 総務部人事課任用係 2009年度 2010/4/1 30年 2041/3/31 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 常勤職員 在外教育施設派遣関係(平成22年度） 総務部人事課任用係 2010年度 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 常勤職員 在外教育施設派遣関係(平成23年度） 総務部人事課任用係 2011年度 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 常勤職員 在外教育施設派遣関係(平成24年度） 総務部人事課任用係 2012年度 2013/4/1 30年 2045/3/31 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 常勤職員 在外教育施設派遣関係(平成25年度） 総務部人事課任用係 2013年度 2014/4/1 30年 2045/3/31 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 常勤職員 在外教育施設派遣関係(平成26年度） 総務部人事課任用係 2014年度 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 常勤職員 在外教育施設派遣関係(平成27年度） 総務部人事課任用係 2015年度 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 常勤職員 在外教育施設派遣関係(平成28年度） 総務部人事課任用係 2016年度 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 常勤職員 在外教育施設派遣関係(平成29年度） 総務部人事課任用係 2017年度 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 常勤職員 在外教育施設派遣関係(平成30年度） 総務部人事課任用係 2018年度 2019/4/1 30年 2049/3/31 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 常勤職員 在外教育施設派遣関係(令和元年度） 総務部人事企画課任用係 2019年度 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 常勤職員 在外教育施設派遣関係(令和2年度） 総務部人事企画課任用係 2020年度 2021/4/1 30年 2051/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 記録 人事記録 退職者人事記録綴(昭和33年度） 総務部人事課任用係 1958年度 1959/4/1 無期限 無期限 紙 第一研修室 総務部人事企画課課長 廃棄 統合(非開示）
庶務 記録 人事記録 退職者人事記録綴(昭和34年度） 総務部人事課任用係 1959年度 1960/4/1 無期限 無期限 紙 第一研修室 総務部人事企画課課長 廃棄 統合(非開示）
庶務 記録 人事記録 退職者人事記録綴(昭和35年度） 総務部人事課任用係 1960年度 1961/4/1 無期限 無期限 紙 第一研修室 総務部人事企画課課長 廃棄 統合(非開示）
庶務 記録 人事記録 退職者人事記録綴(昭和36年度） 総務部人事課任用係 1961年度 1962/4/1 無期限 無期限 紙 第一研修室 総務部人事企画課課長 廃棄 統合(非開示）
庶務 記録 人事記録 退職者人事記録綴(昭和37年度） 総務部人事課任用係 1962年度 1963/4/1 無期限 無期限 紙 第一研修室 総務部人事企画課課長 廃棄 統合(非開示）
庶務 記録 人事記録 退職者人事記録綴(昭和38年度） 総務部人事課任用係 1963年度 1964/4/1 無期限 無期限 紙 第一研修室 総務部人事企画課課長 廃棄 統合(非開示）
庶務 記録 人事記録 退職者人事記録綴(昭和39年度） 総務部人事課任用係 1964年度 1965/4/1 無期限 無期限 紙 第一研修室 総務部人事企画課課長 廃棄 統合(非開示）
庶務 記録 人事記録 退職者人事記録綴(昭和40年度） 総務部人事課任用係 1965年度 1966/4/1 無期限 無期限 紙 第一研修室 総務部人事企画課課長 廃棄 統合(非開示）
庶務 記録 人事記録 退職者人事記録綴(昭和41年度） 総務部人事課任用係 1966年度 1967/4/1 無期限 無期限 紙 第一研修室 総務部人事企画課課長 廃棄 統合(非開示）
庶務 記録 人事記録 退職者人事記録綴(昭和42年度） 総務部人事課任用係 1967年度 1968/4/1 無期限 無期限 紙 第一研修室 総務部人事企画課課長 廃棄 統合(非開示）
庶務 記録 人事記録 退職者人事記録綴(昭和43年度） 総務部人事課任用係 1968年度 1969/4/1 無期限 無期限 紙 第一研修室 総務部人事企画課課長 廃棄 統合(非開示）
庶務 記録 人事記録 退職者人事記録綴(昭和44年度） 総務部人事課任用係 1969年度 1970/4/1 無期限 無期限 紙 第一研修室 総務部人事企画課課長 廃棄 統合(非開示）
庶務 記録 人事記録 退職者人事記録綴(昭和45年度） 総務部人事課任用係 1970年度 1971/4/1 無期限 無期限 紙 第一研修室 総務部人事企画課課長 廃棄 統合(非開示）
庶務 記録 人事記録 退職者人事記録綴(昭和46年度） 総務部人事課任用係 1971年度 1972/4/1 無期限 無期限 紙 第一研修室 総務部人事企画課課長 廃棄 統合(非開示）
庶務 記録 人事記録 退職者人事記録綴(昭和47年度） 総務部人事課任用係 1972年度 1973/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄 統合(非開示）
庶務 記録 人事記録 退職者人事記録綴(昭和48年度） 総務部人事課任用係 1973年度 1974/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄 統合(非開示）
庶務 記録 人事記録 退職者人事記録綴(昭和49年度） 総務部人事課任用係 1974年度 1975/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄 統合(非開示）
庶務 記録 人事記録 退職者人事記録綴(昭和50年度） 総務部人事課任用係 1975年度 1976/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄 統合(非開示）
庶務 記録 人事記録 退職者人事記録綴(昭和51年度） 総務部人事課任用係 1976年度 1977/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄 統合(非開示）
庶務 記録 人事記録 退職者人事記録綴(昭和52年度） 総務部人事課任用係 1977年度 1978/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄 統合(非開示）
庶務 記録 人事記録 退職者人事記録綴(昭和53年度） 総務部人事課任用係 1978年度 1979/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄 統合(非開示）
庶務 記録 人事記録 退職者人事記録綴(昭和54年度） 総務部人事課任用係 1979年度 1980/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄 統合(非開示）
庶務 記録 人事記録 退職者人事記録綴(昭和55年度） 総務部人事課任用係 1980年度 1981/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄 統合(非開示）
庶務 記録 人事記録 退職者人事記録綴(昭和56年度） 総務部人事課任用係 1981年度 1982/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄 統合(非開示）
庶務 記録 人事記録 退職者人事記録綴(昭和57年度） 総務部人事課任用係 1982年度 1983/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄 統合(非開示）
庶務 記録 人事記録 退職者人事記録綴(昭和58年度） 総務部人事課任用係 1983年度 1984/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄 統合(非開示）



大分類 中分類 小分類 法人文書ファイル名 作成・取得者
作成（取得）
時期

保存期間の
起算日

保存期間 保存期間満了日
媒体の
種別

保存場所 文書管理者
保存期間
満了時の
措置

備考

庶務 記録 人事記録 退職者人事記録綴(昭和59年度） 総務部人事課任用係 1984年度 1985/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄 統合(非開示）
庶務 記録 人事記録 退職者人事記録綴(昭和60年度） 総務部人事課任用係 1985年度 1986/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄 統合(非開示）
庶務 記録 人事記録 退職者人事記録綴(昭和61年度） 総務部人事課任用係 1986年度 1987/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄 統合(非開示）
庶務 記録 人事記録 退職者人事記録綴(昭和62年度） 総務部人事課任用係 1987年度 1988/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄 統合(非開示）
庶務 記録 人事記録 退職者人事記録綴(昭和63年度） 総務部人事課任用係 1988年度 1989/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄 統合(非開示）
庶務 記録 人事記録 退職者人事記録綴(平成元年度） 総務部人事課任用係 1989年度 1990/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄 統合(非開示）
庶務 記録 人事記録 退職者人事記録綴(平成2年度） 総務部人事課任用係 1990年度 1991/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄 統合(非開示）
庶務 記録 人事記録 退職者人事記録綴(平成3年度） 総務部人事課任用係 1991年度 1992/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄 統合(非開示）
庶務 記録 人事記録 退職者人事記録綴(平成4年度） 総務部人事課任用係 1992年度 1993/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄 統合(非開示）
庶務 記録 人事記録 退職者人事記録綴(平成5年度） 総務部人事課任用係 1993年度 1994/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄 統合(非開示）
庶務 記録 人事記録 退職者人事記録綴(平成6年度） 総務部人事課任用係 1994年度 1995/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄 統合(非開示）
庶務 記録 人事記録 退職者人事記録綴(平成7年度） 総務部人事課任用係 1995年度 1996/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄 統合(非開示）
庶務 記録 人事記録 退職者人事記録綴(平成8年度） 総務部人事課任用係 1996年度 1997/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄 統合(非開示）
庶務 記録 人事記録 退職者人事記録綴(平成9年度） 総務部人事課任用係 1997年度 1998/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄 統合(非開示）
庶務 記録 人事記録 退職者人事記録綴(平成10年度） 総務部人事課任用係 1998年度 1999/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄 統合(非開示）
庶務 記録 人事記録 退職者人事記録綴(平成11年度） 総務部人事課任用係 1999年度 2000/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄 統合(非開示）
庶務 記録 人事記録 退職者人事記録綴(平成12年度） 総務部人事課任用係 2000年度 2001/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄 統合(非開示）
庶務 記録 人事記録 退職者人事記録綴(平成13年度） 総務部人事課任用係 2001年度 2002/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 記録 人事記録 人事記録綴附属病院教官 総務部人事課任用係 2003年度 2004/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄 統合(非開示）
庶務 記録 人事記録 人事記録綴理学部教官 総務部人事課任用係 2003年度 2004/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄 統合(非開示）
庶務 記録 人事記録 人事記録綴法文学部教官 総務部人事課任用係 2003年度 2004/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄 統合(非開示）
庶務 記録 人事記録 人事記録綴附属施設等教(一）教官技官 総務部人事課任用係 2003年度 2004/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄 統合(非開示）
庶務 記録 人事記録 人事記録綴農学部教官 総務部人事課任用係 2003年度 2004/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄 統合(非開示）
庶務 記録 人事記録 人事記録綴行(二）医(二）技官 総務部人事課任用係 2003年度 2004/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄 統合(非開示）
庶務 記録 人事記録 人事記録綴行(一）事務官 総務部人事課任用係 2003年度 2004/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄 統合(非開示）
庶務 記録 人事記録 人事記録綴工学部教官 総務部人事課任用係 2003年度 2004/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄 統合(非開示）
庶務 記録 人事記録 人事記録綴教育学部教育学部附属小・中学校教官 総務部人事課任用係 2003年度 2004/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄 統合(非開示）
庶務 記録 人事記録 人事記録綴医学部医学部附属沖縄・アジア医学研究センタ-教官 総務部人事課任用係 2003年度 2004/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄 統合(非開示）
庶務 記録 人事記録 人事記録綴医(三）保健管理センタ-技官2 総務部人事課任用係 2003年度 2004/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄 統合(非開示）
庶務 記録 人事記録 人事記録綴医(三）技官1 総務部人事課任用係 2003年度 2004/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄 統合(非開示）
庶務 記録 人事記録 人事記録(非常勤） 総務部人事課任用係 1972年度 1973/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄 統合(非開示）
庶務 監査 人事院監査 任用監査関係資料綴(昭和48年度） 総務部人事課任用係 1973年度 1974/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 監査 人事院監査 任用監査関係資料綴(昭和49年度） 総務部人事課任用係 1974年度 1975/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 監査 人事院監査 任用監査関係資料綴(昭和50年度） 総務部人事課任用係 1975年度 1976/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 監査 人事院監査 任用監査関係資料綴(昭和51年度） 総務部人事課任用係 1976年度 1977/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 監査 人事院監査 任用監査関係資料綴(昭和52年度） 総務部人事課任用係 1977年度 1978/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 監査 人事院監査 任用監査関係資料綴(昭和53年度） 総務部人事課任用係 1978年度 1979/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 監査 人事院監査 任用監査関係資料綴(昭和54年度） 総務部人事課任用係 1979年度 1980/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 監査 人事院監査 任用監査関係資料綴(昭和55年度） 総務部人事課任用係 1980年度 1981/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 会議 その他 九州地区課長登用関係（平成16年度） 総務部人事課任用係 2004年度 2005/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 会議 その他 九州地区課長登用関係（平成17年度） 総務部人事課任用係 2005年度 2006/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 会議 その他 九州地区課長登用関係（平成18年度） 総務部人事課任用係 2006年度 2007/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 会議 その他 九州地区課長登用関係（平成19年度） 総務部人事課任用係 2007年度 2008/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 会議 その他 九州地区課長登用関係（平成20年度） 総務部人事課任用係 2008年度 2009/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 会議 その他 九州地区課長登用関係（平成21年度） 総務部人事課任用係 2009年度 2010/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 会議 その他 九州地区課長登用関係（平成22年度） 総務部人事課任用係 2010年度 2011/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 会議 その他 九州地区課長登用関係（平成23年度） 総務部人事課任用係 2011年度 2012/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 会議 その他 九州地区課長登用関係（平成24年度） 総務部人事課任用係 2012年度 2013/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 会議 その他 九州地区課長登用関係（平成25年度） 総務部人事課任用係 2013年度 2014/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 会議 その他 九州地区課長登用関係（平成26年度） 総務部人事課任用係 2014年度 2015/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 会議 その他 九州地区課長登用関係（平成27年度） 総務部人事課任用係 2015年度 2016/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 会議 その他 九州地区課長登用試験（平成28年度） 総務部人事課任用係 2016年度 2017/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 会議 その他 九州地区課長登用試験（平成29年度） 総務部人事課任用係 2017年度 2018/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 会議 その他 九州地区課長登用試験（平成30年度） 総務部人事課任用係 2018年度 2019/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 会議 その他 九州地区課長登用試験（令和元年度） 総務部人事企画課任用係 2019年度 2020/4/1 無期限 無期限 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 会議 その他 九州地区課長登用試験（令和2年度） 総務部人事企画課任用係 2020年度 2021/4/1 無期限 無期限 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 会議 その他 中期目標・中期計画(平成16年度） 総務部人事課任用係 2004年度 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 会議 その他 中期目標・中期計画(平成17年度） 総務部人事課任用係 2005年度 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 会議 その他 中期目標・中期計画(平成18年度） 総務部人事課任用係 2006年度 2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 会議 その他 中期目標・中期計画(平成19年度） 総務部人事課任用係 2007年度 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 会議 その他 中期目標・中期計画(平成20年度） 総務部人事課任用係 2008年度 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 会議 その他 中期目標・中期計画(平成21年度） 総務部人事課任用係 2009年度 2010/4/1 30年 2040/3/31 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 会議 その他 中期目標・中期計画(平成22年度） 総務部人事課任用係 2010年度 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 会議 その他 中期目標・中期計画(平成23年度） 総務部人事課任用係 2011年度 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 会議 その他 中期目標・中期計画(平成24年度） 総務部人事課任用係 2012年度 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 会議 その他 中期目標・中期計画(平成25年度） 総務部人事課任用係 2013年度 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 会議 その他 中期目標・中期計画(平成26年度） 総務部人事課任用係 2014年度 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 会議 その他 中期目標・中期計画(平成27年度） 総務部人事課任用係 2015年度 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 会議 その他 中期目標・中期計画(平成28年度） 総務部人事課任用係 2016年度 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 会議 その他 中期目標・中期計画(平成29年度） 総務部人事課任用係 2017年度 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 非常勤職員 非常勤職員台帳(平成23年度） 総務部人事課任用係 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 総括 総括 任用例規(平成10年） 総務部人事課任用係 1998年度 1999/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 総括 総括 任用例規(平成11年） 総務部人事課任用係 1999年度 2000/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 総括 総括 任用例規(平成12年） 総務部人事課任用係 2000年度 2001/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 総括 総括 任用例規(平成13年度） 総務部人事課任用係 2001年度 2002/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 総括 総括 任用例規(平成14年度） 総務部人事課任用係 2002年度 2003/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 総括 総括 任用例規(平成15年度） 総務部人事課任用係 2003年度 2004/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 総括 総括 任用例規(平成16年度） 総務部人事課任用係 2004年度 2005/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 総括 総括 任用例規(平成17年度） 総務部人事課任用係 2005年度 2006/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 総括 総括 任用例規(平成18年度） 総務部人事課任用係 2006年度 2007/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 総括 総括 任用例規(平成19年度） 総務部人事課任用係 2007年度 2008/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 総括 総括 任用例規(平成20年度） 総務部人事課任用係 2008年度 2009/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 総括 総括 任用例規(平成21年度） 総務部人事課任用係 2009年度 2010/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
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庶務 総括 総括 任用例規(平成22年度） 総務部人事課任用係 2010年度 2011/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 組織 定員 部局別職員組織状況表(昭和59年度） 総務部人事課任用係 1984年度 1985/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 組織 定員 部局別職員組織状況表(昭和60年度） 総務部人事課任用係 1985年度 1986/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 組織 定員 部局別職員組織状況表(昭和61年度） 総務部人事課任用係 1986年度 1987/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 組織 定員 部局別職員組織状況表(昭和62年度） 総務部人事課任用係 1987年度 1988/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 組織 定員 部局別職員組織状況表(昭和63年度） 総務部人事課任用係 1988年度 1989/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 組織 定員 部局別職員組織状況表(平成1年度） 総務部人事課任用係 1989年度 1990/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 組織 定員 部局別職員組織状況表(平成2年度） 総務部人事課任用係 1990年度 1991/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 組織 定員 部局別職員組織状況表(平成3年度） 総務部人事課任用係 1991年度 1992/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 組織 定員 部局別職員組織状況表(平成4年度） 総務部人事課任用係 1992年度 1993/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 組織 定員 部局別職員組織状況表(平成5年度） 総務部人事課任用係 1993年度 1994/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 組織 定員 部局別職員組織状況表(平成6年度） 総務部人事課任用係 1994年度 1995/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 組織 定員 部局別職員組織状況表(平成7年度） 総務部人事課任用係 1995年度 1996/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 組織 定員 部局別職員組織状況表(平成8年度） 総務部人事課任用係 1996年度 1997/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 組織 定員 部局別職員組織状況表(平成9年度） 総務部人事課任用係 1997年度 1998/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 組織 定員 部局別職員組織状況表(平成10年度） 総務部人事課任用係 1998年度 1999/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 会議 その他 学校医採用原議書(平成23年度） 総務部人事課任用係 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 会議 その他 学校医採用原議書(平成24年度） 総務部人事課任用係 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 会議 その他 学校医採用原議書(平成25年度） 総務部人事課任用係 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 会議 その他 学校医採用原議書(平成26年度） 総務部人事課任用係 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 会議 その他 学校医採用原議書(平成27年度） 総務部人事課任用係 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 会議 その他 学校医採用原議書(平成28年度） 総務部人事課任用係 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 会議 その他 学校医採用原議書(平成29年度） 総務部人事課任用係 2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 会議 その他 学校医採用原議書(平成30年度） 総務部人事課任用係 2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 会議 その他 学校医採用原議書(令和元年度） 総務部人事企画課任用係 2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 文書 その他 附属学校評議員関係(平成28年度） 総務部人事課任用係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄 分割2
庶務 文書 その他 附属学校評議員関係(平成29年度） 総務部人事課任用係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄 分割2
庶務 文書 その他 附属学校評議員関係(平成30年度） 総務部人事課任用係 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄 分割2
庶務 文書 その他 附属学校評議員関係(令和元年度） 総務部人事企画課任用係 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄 分割2
庶務 文書 その他 附属学校評議員関係(令和2年度） 総務部人事企画課任用係 2020年度 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄 分割2
庶務 文書 その他 併任・職務付加綴(平成28年度） 総務部人事課任用係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 文書 その他 併任・職務付加綴(平成29年度） 総務部人事課任用係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 文書 その他 併任・職務付加綴(平成30年度） 総務部人事課任用係 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 文書 その他 併任・職務付加綴(令和元年度） 総務部人事企画課任用係 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 文書 その他 併任・職務付加綴(令和2年度） 総務部人事企画課任用係 2020年度 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 文書 その他 履歴事項変更届(平成28年度） 総務部人事課任用係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 文書 その他 履歴事項変更届(平成29年度） 総務部人事課任用係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 文書 その他 履歴事項変更届(平成30年度） 総務部人事課任用係 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 文書 その他 履歴事項変更届(令和元年度） 総務部人事企画課任用係 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 文書 その他 履歴事項変更届(令和2年度） 総務部人事企画課任用係 2020年度 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 文書 その他 各種証明書（平成30年度） 総務部人事課任用係 2018年度 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 文書 その他 各種証明書（令和元年度） 総務部人事企画課任用係 2019年度 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 調査 文科省関係調査 障害者雇用（採用）(平成27年度） 総務部人事課任用係 2015年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 調査 文科省関係調査 障害者雇用（採用）(平成28年度） 総務部人事課任用係 2016年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 調査 文科省関係調査 障害者雇用（採用）(平成29年度） 総務部人事課任用係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 調査 文科省関係調査 障害者雇用（採用）(平成30年度） 総務部人事課任用係 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 調査 文科省関係調査 障害者雇用（採用）(令和元年度） 総務部人事企画課任用係 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 調査 文科省関係調査 障害者雇用（採用）(令和2年度） 総務部人事企画課任用係 2020年度 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 調査 文科省関係調査 調査・照会事項(平成28年度） 総務部人事課任用係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 調査 文科省関係調査 調査・照会事項(平成29年度） 総務部人事課任用係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 調査 文科省関係調査 調査・照会事項(平成30年度） 総務部人事課任用係 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 調査 文科省関係調査 調査・照会事項(令和元年度） 総務部人事企画課任用係 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 調査 文科省関係調査 調査・照会事項(令和2年度） 総務部人事企画課任用係 2020年度 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄 分割2
庶務 服務 分限 休職・復職育児休業等綴(平成16年度） 総務部人事課任用係 2004年度 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄 分割2
庶務 服務 分限 休職・復職育児休業等綴(平成17年度） 総務部人事課任用係 2005年度 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 服務 分限 休職・復職育児休業等綴(平成18年度） 総務部人事課任用係 2006年度 2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄 分割2
庶務 服務 分限 休職・復職育児休業等綴(平成19年度） 総務部人事課任用係 2007年度 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄 分割2
庶務 服務 分限 休職・復職育児休業等綴(平成20年度） 総務部人事課任用係 2008年度 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄 分割2
庶務 服務 分限 休職・復職育児休業等綴(平成21年度） 総務部人事課任用係 2009年度 2010/4/1 30年 2040/3/31 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄 分割2
庶務 服務 分限 休職・復職育児休業等綴(平成22年度） 総務部人事課任用係 2010年度 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 服務 分限 休職・復職育児休業等綴(平成23年度） 総務部人事課任用係 2011年度 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄 分割2
庶務 服務 分限 休職・復職育児休業等綴(平成24年度） 総務部人事課任用係 2012年度 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄 分割2
庶務 服務 分限 休職・復職育児休業等綴(平成25年度） 総務部人事課任用係 2013年度 2013/4/1 30年 2044/3/31 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄 分割2
庶務 服務 分限 休職・復職育児休業等綴(平成26年度） 総務部人事課任用係 2014年度 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄 分割2
庶務 服務 分限 休職・復職育児休業等綴(平成27年度） 総務部人事課任用係 2015年度 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄 分割2
庶務 服務 分限 休職・復職育児休業等綴(平成28年度） 総務部人事課任用係 2016年度 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄 分割2
庶務 服務 分限 休職・復職育児休業等綴(平成29年度） 総務部人事課任用係 2017年度 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄 分割2
庶務 服務 分限 休職・復職育児休業等綴(平成30年度） 総務部人事課任用係 2018年度 2019/4/1 30年 2049/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄 分割2
庶務 服務 分限 休職・復職育児休業等綴(令和元年度） 総務部人事企画課任用係 2019年度 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄 分割2
庶務 服務 分限 休職・復職育児休業等綴(令和2年度） 総務部人事企画課任用係 2020年度 2021/4/1 30年 2051/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄 分割2
庶務 任用 外国人教員等 外国人教師・研究員契約書(平成17年度） 総務部人事課任用係 2005年度 2006/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 外国人教員等 外国人教師・研究員契約書(平成19年度） 総務部人事課任用係 2007年度 2008/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 外国人教員等 外国人教師・研究員契約書(平成20年度） 総務部人事課任用係 2008年度 2009/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 外国人教員等 外国人研究員綴(平成21年度） 総務部人事課任用係 2009年度 2010/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 外国人教員等 外国人研究員綴(平成22年度） 総務部人事課任用係 2010年度 2011/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 外国人教員等 外国人研究員綴(平成23年度） 総務部人事課任用係 2011年度 2012/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 外国人教員等 外国人研究員綴(平成24年度） 総務部人事課任用係 2012年度 2013/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 外国人教員等 外国人研究員綴(平成25年度） 総務部人事課任用係 2013年度 2014/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 外国人教員等 外国人研究員綴(平成26年度） 総務部人事課任用係 2014年度 2015/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 外国人教員等 外国人研究員綴(平成27年度） 総務部人事課任用係 2015年度 2016/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 外国人教員等 外国人研究員綴(平成28年度） 総務部人事課任用係 2016年度 2017/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 外国人教員等 外国人研究員綴(平成29年度） 総務部人事課任用係 2017年度 2018/4/1 無期限 無期限 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 外国人教員等 外国人研究員綴(平成30年度） 総務部人事課任用係 2018年度 2019/4/1 無期限 無期限 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
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庶務 任用 外国人教員等 外国人研究員綴(令和元年度） 総務部人事課任用係 2019年度 2020/4/1 無期限 無期限 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 外国人教員等 外国人研究員綴(令和2年度） 総務部人事課任用係 2020年度 2021/4/1 無期限 無期限 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 常勤職員 任用候補者一覧表(平成11年度） 総務部人事課任用係 1999年度 2000/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 非常勤職員 再雇用関係(平成19年度） 総務部人事課任用係 2007年度 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 非常勤職員 再雇用関係(平成20年度） 総務部人事課任用係 2008年度 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 非常勤職員 再雇用関係(平成21年度） 総務部人事課任用係 2009年度 2010/4/1 30年 2040/3/31 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 非常勤職員 再雇用関係(平成22年度） 総務部人事課任用係 2010年度 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 非常勤職員 再雇用関係(平成23年度） 総務部人事課任用係 2011年度 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 非常勤職員 再雇用関係(平成24年度） 総務部人事課任用係 2012年度 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 非常勤職員 再雇用職員(平成21年度） 総務部人事課任用係 2009年度 2010/4/1 30年 2040/3/31 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 非常勤職員 再雇用職員(平成22年度） 総務部人事課任用係 2010年度 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 非常勤職員 再雇用職員(平成23年度） 総務部人事課任用係 2011年度 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 外国人教員等 客員教授名称付与(平成23年度） 総務部人事課任用係 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 外国人教員等 客員教授名称付与(平成24年度） 総務部人事課任用係 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 外国人教員等 客員教授名称付与(平成25年度） 総務部人事課任用係 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 外国人教員等 客員教授名称付与(平成26年度） 総務部人事課任用係 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 外国人教員等 客員教授名称付与(平成27年度） 総務部人事課任用係 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 外国人教員等 客員教授名称付与(平成28年度） 総務部人事課任用係 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 外国人教員等 客員教授名称付与(平成29年度） 総務部人事課任用係 2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 外国人教員等 客員教授名称付与(平成30年度） 総務部人事課任用係 2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 外国人教員等 客員教授等関係綴(令和元年度） 総務部人事企画課任用係 2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 外国人教員等 客員教授等関係綴(令和2年度） 総務部人事企画課任用係 2020年度 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 常勤職員 事務長・課長補佐及び専門職員の配置(平成12年度） 総務部人事課任用係 2000年度 2001/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 常勤職員 職員採用選考関係(平成11年度） 総務部人事課任用係 1999年度 2000/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 常勤職員 職員採用選考関係(平成12年度） 総務部人事課任用係 2000年度 2001/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 常勤職員 職員採用選考関係(平成13年度） 総務部人事課任用係 2001年度 2002/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 常勤職員 職員採用選考関係(平成14年度） 総務部人事課任用係 2002年度 2003/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 常勤職員 職員採用選考関係(平成15年度） 総務部人事課任用係 2003年度 2004/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 常勤職員 採用等(事務官等）(平成20年度） 総務部人事課任用係 2008年度 2009/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄 分割5
庶務 任用 常勤職員 採用等(事務官等）(平成21年度） 総務部人事課任用係 2009年度 2010/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄 分割5
庶務 任用 常勤職員 採用等(事務官等）(平成22年度） 総務部人事課任用係 2010年度 2011/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄 分割4
庶務 任用 常勤職員 採用等(事務官等）(平成23年度） 総務部人事課任用係 2011年度 2012/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄 分割3
庶務 任用 常勤職員 採用等(役員等）(平成19年度） 総務部人事課任用係 2007年度 2008/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 常勤職員 採用等(役員等）(平成20年度） 総務部人事課任用係 2008年度 2009/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 常勤職員 採用等(役員等）(平成21年度） 総務部人事課任用係 2009年度 2010/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 常勤職員 採用等(役員等）(平成22年度） 総務部人事課任用係 2010年度 2011/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 常勤職員 採用等(役員等）(平成23年度） 総務部人事課任用係 2011年度 2012/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 常勤職員 採用等(事務官等）(平成16年度） 総務部人事課任用係 2004年度 2005/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄 分割3
庶務 任用 常勤職員 採用等(事務官等）(平成17年度） 総務部人事課任用係 2005年度 2006/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄 分割4
庶務 任用 常勤職員 採用等(事務官等）(平成18年度） 総務部人事課任用係 2006年度 2007/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄 分割3
庶務 任用 常勤職員 採用等(事務官等）(平成19年度） 総務部人事課任用係 2007年度 2008/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄 分割4
庶務 任用 常勤職員 採用等(事務官等）(平成20年度） 総務部人事課任用係 2008年度 2009/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄 分割5
庶務 任用 常勤職員 採用等(事務官等）(平成21年度） 総務部人事課任用係 2009年度 2010/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄 分割5
庶務 任用 常勤職員 採用等(事務官等）(平成22年度） 総務部人事課任用係 2010年度 2011/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄 分割4
庶務 任用 常勤職員 採用等(事務官等）(平成23年度） 総務部人事課任用係 2011年度 2012/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄 分割3
庶務 任用 常勤職員 採用等(事務官等）(平成24年度） 総務部人事課任用係 2012年度 2013/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄 分割4
庶務 任用 常勤職員 採用等(事務官等）(平成25年度） 総務部人事課任用係 2013年度 2014/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄 分割3
庶務 任用 常勤職員 採用等(事務官等）(平成26年度） 総務部人事課任用係 2014年度 2015/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄 分割3
庶務 任用 常勤職員 採用等(事務官等）(平成27年度） 総務部人事課任用係 2015年度 2016/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄 分割4
庶務 任用 常勤職員 採用等(事務官等）(平成28年度） 総務部人事課任用係 2016年度 2017/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄 分割3
庶務 任用 常勤職員 採用等(事務官等）(平成29年度） 総務部人事課任用係 2017年度 2018/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄 分割3
庶務 任用 常勤職員 採用等(事務官等）(平成30年度） 総務部人事課任用係 2018年度 2019/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄 分割3
庶務 任用 常勤職員 採用等(事務官等）(令和元年度） 総務部人事企画課任用係 2019年度 2020/4/1 無期限 無期限 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄 分割3
庶務 任用 常勤職員 採用等(事務官等）(令和2年度） 総務部人事企画課任用係 2020年度 2021/4/1 無期限 無期限 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄 分割3
庶務 任用 常勤職員 採用等(役員等）(平成16年度） 総務部人事課任用係 2004年度 2005/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 常勤職員 採用等(役員等）(平成17年度） 総務部人事課任用係 2005年度 2006/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 常勤職員 採用等(役員等）(平成18年度） 総務部人事課任用係 2006年度 2007/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 常勤職員 採用等(役員等）(平成19年度） 総務部人事課任用係 2007年度 2008/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 常勤職員 採用等(役員等）(平成20年度） 総務部人事課任用係 2008年度 2009/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 常勤職員 採用等(役員等）(平成21年度） 総務部人事課任用係 2009年度 2010/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 常勤職員 採用等(役員等）(平成22年度） 総務部人事課任用係 2010年度 2011/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 常勤職員 採用等(役員等）(平成23年度） 総務部人事課任用係 2011年度 2012/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 常勤職員 採用等(役員等）(平成24年度） 総務部人事課任用係 2012年度 2013/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 常勤職員 採用等(役員等）(平成25年度） 総務部人事課任用係 2013年度 2014/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 常勤職員 採用等(役員等）(平成26年度） 総務部人事課任用係 2014年度 2015/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 常勤職員 採用等(役員等）(平成27年度） 総務部人事課任用係 2015年度 2016/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 常勤職員 採用等(役員等）(平成28年度） 総務部人事課任用係 2016年度 2017/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 常勤職員 採用等(役員等）(平成29年度） 総務部人事課任用係 2017年度 2018/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 常勤職員 採用等(役員等）(平成30年度） 総務部人事課任用係 2018年度 2019/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 常勤職員 採用等(役員等）(令和元年度） 総務部人事企画課任用係 2019年度 2020/4/1 無期限 無期限 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 常勤職員 採用等(役員等）(令和2年度） 総務部人事企画課任用係 2020年度 2021/4/1 30年 2051/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 常勤職員 採用等関係書類(教官）(平成16年度） 総務部人事課任用係 2004年度 2005/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄 分割4
庶務 任用 常勤職員 採用等関係書類(教官）(平成17年度） 総務部人事課任用係 2005年度 2006/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄 分割5
庶務 任用 常勤職員 採用等関係書類(教官）(平成18年度） 総務部人事課任用係 2006年度 2007/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄 分割6
庶務 任用 常勤職員 採用等関係書類(教官）(平成19年度） 総務部人事課任用係 2007年度 2008/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄 分割6
庶務 任用 常勤職員 採用等関係書類(教官）(平成20年度） 総務部人事課任用係 2008年度 2009/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄 分割3
庶務 任用 常勤職員 採用等関係書類(教官）(平成21年度） 総務部人事課任用係 2009年度 2010/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄 分割5
庶務 任用 常勤職員 採用等関係書類(教官）(平成22年度） 総務部人事課任用係 2010年度 2011/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄 分割4
庶務 任用 常勤職員 採用等関係書類(教官）(平成23年度） 総務部人事課任用係 2011年度 2012/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄 分割2
庶務 任用 常勤職員 採用等関係書類(教官）(平成24年度） 総務部人事課任用係 2012年度 2013/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄 分割3
庶務 任用 常勤職員 採用等関係書類(教官）(平成25年度） 総務部人事課任用係 2013年度 2014/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄 分割3
庶務 任用 常勤職員 採用等関係書類(教官）(平成26年度） 総務部人事課任用係 2014年度 2015/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄 分割3
庶務 任用 常勤職員 採用等関係書類(教官）(平成27年度） 総務部人事課任用係 2015年度 2016/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄 分割3
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庶務 任用 常勤職員 採用等関係書類(教官）(平成28年度） 総務部人事課任用係 2016年度 2017/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄 分割3
庶務 任用 常勤職員 採用等関係書類(教官）(平成29年度） 総務部人事課任用係 2017年度 2018/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄 分割3
庶務 任用 常勤職員 採用等関係書類(教員）(平成30年度） 総務部人事課任用係 2018年度 2019/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄 分割3
庶務 任用 常勤職員 採用等関係書類(教員）(令和元年度） 総務部人事企画課任用係 2019年度 2020/4/1 無期限 無期限 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄 分割3
庶務 任用 常勤職員 採用等関係書類(教員）(令和2年度） 総務部人事企画課任用係 2020年度 2021/4/1 30年 2051/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄 分割3
庶務 任用 常勤職員 教官任免関係(工学部）(平成13年度） 総務部人事課任用係 2001年度 2002/4/1 30年 2032/3/31 紙 総務部車庫倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 常勤職員 教官任免関係(工学部）(平成14年度） 総務部人事課任用係 2002年度 2003/4/1 30年 2033/3/31 紙 総務部車庫倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 常勤職員 教官任免関係(工学部）(平成15年度） 総務部人事課任用係 2003年度 2004/4/1 30年 2034/3/31 紙 総務部車庫倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 常勤職員 教官任免関係(工学部）(平成16年度） 総務部人事課任用係 2004年度 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 常勤職員 教官任免関係(農学部）(平成17年度） 総務部人事課任用係 2005年度 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 常勤職員 教官任免関係(農学部）(平成18年度） 総務部人事課任用係 2006年度 2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 常勤職員 教官任免関係(農学部）(平成13年度） 総務部人事課任用係 2007年度 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 常勤職員 教官任免関係(農学部）(平成14年度） 総務部人事課任用係 2008年度 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 常勤職員 教官任免関係(農学部）(平成15年度） 総務部人事課任用係 2009年度 2010/4/1 30年 2040/3/31 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 常勤職員 教官任免関係(農学部）(平成16年度） 総務部人事課任用係 2010年度 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 常勤職員 教官任免関係(農・工学部）(平成19年） 総務部人事課任用係 2007年度 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 常勤職員 教官任免関係(農・工学部）(平成20年） 総務部人事課任用係 2008年度 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 常勤職員 教官任免関係(農・工学部）(平成21年） 総務部人事課任用係 2009年度 2010/4/1 30年 2040/3/31 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 常勤職員 教官任免関係(農・工学部）(平成22年度） 総務部人事課任用係 2010年度 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 常勤職員 教官任免関係(農・工学部）(平成23年度） 総務部人事課任用係 2011年度 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 常勤職員 教官任免関係(農・工学部）(平成24年度） 総務部人事課任用係 2012年度 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 常勤職員 教官任免関係(農・工学部）(平成25年度） 総務部人事課任用係 2013年度 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 常勤職員 教官任免関係(農・工学部）(平成26年度） 総務部人事課任用係 2014年度 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 常勤職員 教官任免関係(農・工学部）(平成27年度） 総務部人事課任用係 2015年度 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 常勤職員 教官任免関係(農・工学部）(平成28年度） 総務部人事課任用係 2016年度 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 常勤職員 教官任免関係(農・工学部）(平成29年度） 総務部人事課任用係 2017年度 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 常勤職員 教官任免関係(農・工学部）(平成30年度） 総務部人事課任用係 2018年度 2019/4/1 30年 2049/3/31 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 常勤職員 教官任免関係(農・工学部）(令和元年度） 総務部人事企画課任用係 2019年度 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 常勤職員 教官任免関係(農・工学部）(令和2年度） 総務部人事企画課任用係 2020年度 2021/4/1 30年 2051/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 常勤職員 教官任免関係(教育学部）(平成16年度） 総務部人事課任用係 2004年度 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 常勤職員 教官任免関係(教育学部）(平成17年度） 総務部人事課任用係 2005年度 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 常勤職員 教官任免関係(教育学部）(平成18年度） 総務部人事課任用係 2006年度 2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 常勤職員 教官任免関係(教育学部）(平成19年度） 総務部人事課任用係 2007年度 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 常勤職員 教官任免関係(教育学部）(平成20年度） 総務部人事課任用係 2008年度 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 常勤職員 教官任免関係(教育学部）(平成21年度） 総務部人事課任用係 2009年度 2010/4/1 30年 2040/3/31 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 常勤職員 教官任免関係(教育学部）(平成22年度） 総務部人事課任用係 2010年度 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 常勤職員 教官任免関係(教育学部）(平成23年度） 総務部人事課任用係 2011年度 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 常勤職員 教官任免関係(教育学部）(平成24年度） 総務部人事課任用係 2012年度 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 常勤職員 教官任免関係(教育学部）(平成25年度） 総務部人事課任用係 2013年度 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 常勤職員 教官任免関係(教育学部）(平成26年度） 総務部人事課任用係 2014年度 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 常勤職員 教官任免関係(教育学部）(平成27年度） 総務部人事課任用係 2015年度 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 常勤職員 教官任免関係(教育学部）(平成28年度） 総務部人事課任用係 2016年度 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 常勤職員 教官任免関係(教育学部）(平成29年度） 総務部人事課任用係 2017年度 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 常勤職員 教官任免関係(教育学部）(平成30年度） 総務部人事課任用係 2018年度 2019/4/1 30年 2049/3/31 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 常勤職員 教官任免関係(教育学部）(令和元年度） 総務部人事企画課任用係 2019年度 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 常勤職員 教官任免関係(教育学部）(令和2年度） 総務部人事企画課任用係 2020年度 2021/4/1 30年 2051/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 常勤職員 教官任免関係(法文学部）(観光産業科学部）(法務研究科）(平成22年度） 総務部人事課任用係 2010年度 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙 総務部車庫倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 常勤職員 教官任免関係(法文学部）(観光産業科学部）(法務研究科）(平成23年度） 総務部人事課任用係 2011年度 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 総務部車庫倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 常勤職員 教官任免関係(法文学部）(平成16年度） 総務部人事課任用係 2004年度 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 常勤職員 教官任免関係(法文学部）(平成17年度） 総務部人事課任用係 2005年度 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 常勤職員 教官任免関係(法文学部）(平成18年度） 総務部人事課任用係 2006年度 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 常勤職員 教官任免関係(法文学部）(平成19年度） 総務部人事課任用係 2006年度 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 常勤職員 教官任免関係(法文学部）(平成20年度） 総務部人事課任用係 2008年度 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 常勤職員 教官任免関係(法文学部）(平成21年度） 総務部人事課任用係 2009年度 2010/4/1 30年 2040/3/31 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 常勤職員 教官任免関係(法文学部・観光産業科学部法務研究科）(平成22年度） 総務部人事課任用係 2010年度 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 常勤職員 教官任免関係(法文学部・観光産業科学部法務研究科）(平成23年度） 総務部人事課任用係 2011年度 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 常勤職員 教官任免関係(法文学部・観光産業科学部法務研究科）(平成24年度） 総務部人事課任用係 2012年度 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 常勤職員 教官任免関係(法文学部・観光産業科学部法務研究科）(平成25年度） 総務部人事課任用係 2012年度 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 常勤職員 教官任免関係(法文学部・観光産業科学部法務研究科）(平成26年度） 総務部人事課任用係 2014年度 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 常勤職員 教官任免関係(法文学部・観光産業科学部法務研究科）(平成27年度） 総務部人事課任用係 2015年度 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 常勤職員 教官任免関係(法文学部・観光産業科学部法務研究科）(平成28年度） 総務部人事課任用係 2016年度 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 常勤職員 教官任免関係(法文学部・観光産業科学部法務研究科）(平成29年度） 総務部人事課任用係 2017年度 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 常勤職員 教官任免関係(法文学部・観光産業科学部法務研究科）(平成30年度） 総務部人事課任用係 2018年度 2019/4/1 30年 2049/3/31 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 常勤職員 教官任免関係(法文学部・観光産業科学部法務研究科）(令和元年度） 総務部人事企画課任用係 2019年度 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 常勤職員 教官任免関係(法文学部・観光産業科学部法務研究科）(令和2年度） 総務部人事企画課任用係 2020年度 2021/4/1 30年 2051/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 常勤職員 教務職員任免関係(理学部） 総務部人事課任用係 2008年度 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 常勤職員 教官任免関係(理学部）(平成17年度） 総務部人事課任用係 2005年度 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 常勤職員 教官任免関係(理学部）(平成18年度） 総務部人事課任用係 2006年度 2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 常勤職員 教官任免関係(理学部）(平成19年度） 総務部人事課任用係 2007年度 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 常勤職員 教官任免関係(理学部）(平成20年度） 総務部人事課任用係 2008年度 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 常勤職員 教官任免関係(理学部）(平成21年度） 総務部人事課任用係 2009年度 2010/4/1 30年 2040/3/31 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 常勤職員 教官任免関係(理学部）(平成22年度） 総務部人事課任用係 2010年度 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 常勤職員 教官任免関係(理学部）(平成23年度） 総務部人事課任用係 2011年度 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 常勤職員 教官任免関係(理学部）(平成24年度） 総務部人事課任用係 2012年度 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 常勤職員 教官任免関係(理学部）(平成25年度） 総務部人事課任用係 2013年度 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 常勤職員 教官任免関係(理学部）(平成26年度） 総務部人事課任用係 2014年度 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 常勤職員 教官任免関係(理学部）(平成27年度） 総務部人事課任用係 2015年度 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 常勤職員 教官任免関係(理学部）(平成28年度） 総務部人事課任用係 2016年度 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 常勤職員 教官任免関係(理学部）(平成29年度） 総務部人事課任用係 2017年度 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 常勤職員 教官任免関係(理学部）(平成30年度） 総務部人事課任用係 2018年度 2019/4/1 30年 2049/3/31 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 常勤職員 教官任免関係(理学部）(令和元年度） 総務部人事企画課任用係 2019年度 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 常勤職員 教官任免関係(理学部）(令和2年度） 総務部人事企画課任用係 2020年度 2021/4/1 30年 2051/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 常勤職員 教官任免関係(熱帯生物圏研究センタ-平成13年度） 総務部人事課任用係 2001年度 2002/4/1 30年 2032/3/31 紙 総務部車庫倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
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庶務 任用 常勤職員 教官任免関係(熱帯生物圏研究センタ-平成14年度） 総務部人事課任用係 2002年度 2003/4/1 30年 2033/3/31 紙 総務部車庫倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 常勤職員 教官任免関係(熱帯生物圏研究センタ-平成15年度） 総務部人事課任用係 2003年度 2004/4/1 30年 2034/3/31 紙 総務部車庫倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 常勤職員 教官任免関係(熱帯生物圏研究センタ-平成16年度） 総務部人事課任用係 2004年度 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 常勤職員 教官任免関係(亜熱帯島嶼科学超域研究機構）(平成20年度） 総務部人事課任用係 2008年度 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 常勤職員 教官任免関係(遺伝子実験センタ-）(平成16年） 総務部人事課任用係 2004年度 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 常勤職員 教官任免関係(遺伝子実験センタ-）(平成17年） 総務部人事課任用係 2005年度 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 常勤職員 教官任免関係(遺伝子実験センタ-）(平成18年） 総務部人事課任用係 2006年度 2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 常勤職員 教官任免関係(観光産業科学部）(平成21年度） 総務部人事課任用係 2009年度 2010/4/1 30年 2040/3/31 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 常勤職員 教官任免関係(工学部）(平成17年度） 総務部人事課任用係 2005年度 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 常勤職員 教官任免関係(工学部）(平成18年度） 総務部人事課任用係 2006年度 2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 常勤職員 教官任免関係(生涯学習教育研究センタ-）(平成16年～） 総務部人事課任用係 2004年度 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 常勤職員 教員任免関係(センター等）(平成29年） 総務部人事課任用係 2017年度 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 常勤職員 教員任免関係(センター等）(平成30年） 総務部人事課任用係 2018年度 2019/4/1 30年 2049/3/31 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 常勤職員 教員任免関係(センター等）(令和元年） 総務部人事企画課任用係 2019年度 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 常勤職員 教員任免関係(センター等）(令和2年） 総務部人事企画課任用係 2020年度 2021/4/1 30年 2051/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 常勤職員 教官任免関係(大学評価・留学生・外国語・大学教育・就職・保健管理）(平成16年） 総務部人事課任用係 2004年度 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 常勤職員 教官任免関係(大学評価・留学生・外国語・大学教育・就職・アドミッション・保健管理）(平成17 総務部人事課任用係 2005年度 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 常勤職員 教官任免関係(大学評価・留学生・外国語・大学教育・就職・アドミッション・保健管理）(平成18 総務部人事課任用係 2006年度 2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 常勤職員 教官任免関係(大学評価・留学生・外国語・大学教育・就職・アドミッション・保健管理）(平成19 総務部人事課任用係 2007年度 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 常勤職員 教官任免関係(大学評価・留学生・外国語・大学教育・就職・アドミッション・保健管理）(平成21 総務部人事課任用係 2009年度 2010/4/1 30年 2040/3/31 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 常勤職員 教官任免関係(大学評価・留学生・外国語・大学教育・就職・アドミッション・保健管理）(平成23 総務部人事課任用係 2011年度 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 常勤職員 教官任免関係(大学評価・留学生・外国語・大学教育・就職・アドミッション・保健管理）(平成24 総務部人事課任用係 2012年度 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 常勤職員 教官任免関係(産学連携・留学生・外国語・グローバル・アドミッション）(平成25年） 総務部人事課任用係 2013年度 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 常勤職員 教官任免関係(産学連携・留学生・外国語・グローバル・アドミッション）(平成26年） 総務部人事課任用係 2014年度 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 常勤職員 教官任免関係(産学連携・留学生・外国語・グローバル・アドミッション）(平成27年） 総務部人事課任用係 2015年度 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 常勤職員 教官任免関係(産学連携・留学生・外国語・グローバル・アドミッション）(平成28年） 総務部人事課任用係 2016年度 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 常勤職員 教官任免関係(グローバル・熱生研・国際沖縄・島嶼地域）(平成29年） 総務部人事課任用係 2017年度 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 常勤職員 教官任免関係(グローバル・熱生研・国際沖縄・島嶼地域）(平成30年） 総務部人事課任用係 2018年度 2019/4/1 30年 2049/3/31 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 常勤職員 教官任免関係(グローバル・熱生研・国際沖縄・島嶼地域）(令和元年） 総務部人事企画課任用係 2019年度 2020/4/1 30年 2052/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 常勤職員 教官任免関係(グローバル・熱生研・国際沖縄・島嶼地域）(令和2年） 総務部人事企画課任用係 2020年度 2021/4/1 30年 2051/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 常勤職員 教官任免関係(地域共同研究センタ-）(平成16年～） 総務部人事課任用係 2004年度 2005/4/1 30年 2037/3/31 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 常勤職員 教官任免関係(熱帯生物圏研究センタ-）(平成16年） 総務部人事課任用係 2004年度 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 常勤職員 教官任免関係(熱帯生物圏研究センタ-）(平成17年） 総務部人事課任用係 2005年度 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 常勤職員 教官任免関係(熱帯生物圏研究センタ-）(平成18年） 総務部人事課任用係 2006年度 2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 常勤職員 教官任免関係(熱帯生物圏研究センタ-）(平成19年） 総務部人事課任用係 2007年度 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 常勤職員 教官任免関係(熱帯生物圏研究センタ-）(平成20年） 総務部人事課任用係 2008年度 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 常勤職員 教官任免関係(熱帯生物圏研究センタ-）(平成21年） 総務部人事課任用係 2009年度 2010/4/1 30年 2040/3/31 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 常勤職員 教官任免関係(熱帯生物圏研究センタ-）(平成22年） 総務部人事課任用係 2010年度 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 常勤職員 教官任免関係(熱帯生物圏研究センタ-）(平成23年） 総務部人事課任用係 2011年度 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 常勤職員 教官任免関係(熱帯生物圏研究センタ-）(平成24年度） 総務部人事課任用係 2012年度 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 常勤職員 教官任免関係(熱帯生物圏研究センタ-）(平成25年度） 総務部人事課任用係 2013年度 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 常勤職員 教官任免関係(熱帯生物圏研究センタ-）(平成26年度） 総務部人事課任用係 2014年度 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 常勤職員 教官任免関係(熱帯生物圏研究センタ-）(平成27年度） 総務部人事課任用係 2015年度 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 常勤職員 教官任免関係(熱帯生物圏研究センタ-等）(平成28年度） 総務部人事課任用係 2016年度 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 常勤職員 教官任免関係(熱帯生物圏研究センタ-）(平成29年度） 総務部人事課任用係 2017年度 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 常勤職員 教官任免関係(熱帯生物圏研究センタ-）(平成30年度） 総務部人事課任用係 2018年度 2019/4/1 30年 2049/3/31 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 常勤職員 教官任免関係(熱帯生物圏研究センタ-等）(令和元年度） 総務部人事企画課任用係 2019年度 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 常勤職員 教官任免関係(熱帯生物圏研究センタ-等）(令和2年度） 総務部人事企画課任用係 2020年度 2021/4/1 30年 2051/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 常勤職員 全学教員人事委員会(平成16年） 総務部人事課任用係 2004年度 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 常勤職員 全学教員人事委員会(平成17年） 総務部人事課任用係 2005年度 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 常勤職員 全学教員人事委員会(平成18年） 総務部人事課任用係 2006年度 2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 常勤職員 全学教員人事委員会(平成19年） 総務部人事課任用係 2007年度 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 常勤職員 全学教員人事委員会(平成20年） 総務部人事課任用係 2008年度 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 常勤職員 全学教員人事委員会(平成21年） 総務部人事課任用係 2009年度 2010/4/1 30年 2040/3/31 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 常勤職員 全学教員人事委員会(平成22年） 総務部人事課任用係 2010年度 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 常勤職員 全学教員人事委員会(平成23年） 総務部人事課任用係 2011年度 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 常勤職員 全学教員人事委員会(平成24年） 総務部人事課任用係 2012年度 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 常勤職員 全学教員人事委員会(平成25年） 総務部人事課任用係 2013年度 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 常勤職員 全学教員人事委員会(平成26年） 総務部人事課任用係 2014年度 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 常勤職員 全学教員人事委員会(平成27年） 総務部人事課任用係 2015年度 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 常勤職員 全学教員人事委員会(平成28年） 総務部人事課任用係 2016年度 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 常勤職員 全学教員人事委員会(平成29年） 総務部人事課任用係 2017年度 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 常勤職員 全学教員人事委員会(平成30年） 総務部人事課任用係 2018年度 2019/4/1 30年 2049/3/31 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 常勤職員 全学教員人事委員会(令和元年） 総務部人事企画課任用係 2019年度 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 常勤職員 全学教員人事委員会(令和2年） 総務部人事企画課任用係 2020年度 2021/4/1 30年 2051/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 常勤職員 教員人事学長諮問委員会(平成27年） 総務部人事課任用係 2015年度 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 常勤職員 教員人事学長諮問委員会(平成28年） 総務部人事課任用係 2016年度 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 常勤職員 教員人事学長諮問委員会(平成29年） 総務部人事課任用係 2017年度 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 常勤職員 教員人事学長諮問委員会(平成30年） 総務部人事課任用係 2018年度 2019/4/1 30年 2049/3/31 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 常勤職員 教員人事学長諮問委員会(令和元年） 総務部人事企画課任用係 2019年度 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 常勤職員 教員人事学長諮問委員会(令和2年） 総務部人事企画課任用係 2020年度 2021/4/1 30年 2051/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 常勤職員 国立大学法人等職員採用試験(平成16年度） 総務部人事課任用係 2004年度 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄 分割2
庶務 任用 常勤職員 国立大学法人等職員採用試験(平成17年度） 総務部人事課任用係 2005年度 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄 分割2
庶務 任用 常勤職員 国立大学法人等職員採用試験(平成18年度） 総務部人事課任用係 2006年度 2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄 分割2
庶務 任用 常勤職員 国立大学法人等職員採用試験(平成19年度） 総務部人事課任用係 2007年度 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄 分割2
庶務 任用 常勤職員 国立大学法人等職員採用試験(平成20年度） 総務部人事課任用係 2008年度 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄 分割2
庶務 任用 常勤職員 国立大学法人等職員採用試験(平成21年度） 総務部人事課任用係 2009年度 2010/4/1 30年 2040/3/31 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄 分割2
庶務 任用 常勤職員 国立大学法人等職員採用試験(平成22年度） 総務部人事課任用係 2010年度 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄 分割2
庶務 任用 常勤職員 国立大学法人等職員採用試験(平成23年度） 総務部人事課任用係 2011年度 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄 分割2
庶務 任用 常勤職員 国立大学法人等職員採用試験(平成24年度） 総務部人事課任用係 2012年度 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄 分割2
庶務 任用 常勤職員 国立大学法人等職員採用試験(平成25年度） 総務部人事課任用係 2013年度 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄 分割2
庶務 任用 常勤職員 国立大学法人等職員採用試験(平成26年度） 総務部人事課任用係 2014年度 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄 分割2
庶務 任用 常勤職員 国立大学法人等職員採用試験(平成27年度） 総務部人事課任用係 2015年度 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄 分割2
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庶務 任用 常勤職員 国立大学法人等職員採用試験(平成28年度） 総務部人事課任用係 2016年度 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄 分割2
庶務 任用 常勤職員 国立大学法人等職員採用試験(平成29年度） 総務部人事課任用係 2017年度 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄 分割2
庶務 任用 常勤職員 国立大学法人等職員採用試験(平成30年度） 総務部人事課任用係 2018年度 2019/4/1 30年 2049/3/31 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄 分割2
庶務 任用 常勤職員 国立大学法人等職員採用試験(令和元年度） 総務部人事企画課任用係 2019年度 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄 分割2
庶務 任用 常勤職員 国立大学法人等職員採用試験(令和２年度） 総務部人事企画課任用係 2020年度 2021/4/1 30年 2051/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄 分割2
庶務 任用 常勤職員 辞職等綴(平成16年度） 総務部人事課任用係 2004年度 2005/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 常勤職員 辞職等綴(平成17年度） 総務部人事課任用係 2005年度 2006/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 常勤職員 辞職等綴(平成18年度） 総務部人事課任用係 2006年度 2007/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 常勤職員 辞職等綴(平成19年度） 総務部人事課任用係 2007年度 2008/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 常勤職員 辞職等綴(平成20年度） 総務部人事課任用係 2008年度 2009/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 常勤職員 辞職等綴(平成21年度） 総務部人事課任用係 2009年度 2010/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 常勤職員 辞職等綴(平成22年度） 総務部人事課任用係 2010年度 2011/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 常勤職員 辞職等綴(平成23年度） 総務部人事課任用係 2011年度 2012/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄 分割2
庶務 任用 常勤職員 辞職等綴(平成24年度） 総務部人事課任用係 2012年度 2013/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄 分割2
庶務 任用 常勤職員 辞職等綴(平成25年度） 総務部人事課任用係 2013年度 2014/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄 分割2
庶務 任用 常勤職員 辞職等綴(平成26年度） 総務部人事課任用係 2014年度 2015/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄 分割2
庶務 任用 常勤職員 辞職等綴(平成27年度） 総務部人事課任用係 2015年度 2016/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄 分割2
庶務 任用 常勤職員 辞職等綴(平成28年度） 総務部人事課任用係 2016年度 2017/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄 分割2
庶務 任用 常勤職員 辞職等綴(平成29年度） 総務部人事課任用係 2017年度 2018/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄 分割2
庶務 任用 常勤職員 辞職等綴(平成30年度） 総務部人事課任用係 2018年度 2019/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄 分割2
庶務 任用 常勤職員 辞職等綴(令和元年度） 総務部人事企画課任用係 2019年度 2020/4/1 無期限 無期限 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄 分割2
庶務 任用 常勤職員 辞職等綴(令和２年度） 総務部人事企画課任用係 2020年度 2021/4/1 無期限 無期限 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄 分割2
庶務 任用 常勤職員 退職勧奨関係(平成16年度～） 総務部人事課任用係 2004年度 2012/4/1 無期限 無期限 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 常勤職員 退職金に係る運営費交付金の対象者の異動 総務部人事課任用係 2004年度 2005/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 非常勤職員 非常勤講師採用計画書及び委嘱依頼綴(平成23年度） 総務部人事課任用係 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 非常勤職員 非常勤講師採用計画書及び委嘱依頼綴(平成24年度） 総務部人事課任用係 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 総務部車庫倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 非常勤職員 非常勤講師採用計画書及び委嘱依頼綴(平成25年度） 総務部人事課任用係 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 総務部車庫倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 非常勤職員 非常勤講師採用計画書及び委嘱依頼綴(平成26年度） 総務部人事課任用係 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 総務部車庫倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 非常勤職員 非常勤講師採用計画書及び委嘱依頼綴(平成27年度） 総務部人事課任用係 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 総務部車庫倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 非常勤職員 非常勤講師採用計画書及び委嘱依頼綴(平成28年度） 総務部人事課任用係 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 非常勤職員 非常勤講師採用計画書及び委嘱依頼綴(平成29年度） 総務部人事課任用係 2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 非常勤職員 非常勤講師採用計画書及び委嘱依頼綴(平成30年度） 総務部人事課任用係 2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 非常勤職員 非常勤講師採用計画書及び委嘱依頼綴(令和元年度） 総務部人事企画課任用係 2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 非常勤職員 非常勤講師採用計画書及び委嘱依頼綴(令和２年度） 総務部人事企画課任用係 2020年度 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 非常勤職員 非常勤講師採用原議書(平成23年度） 総務部人事課任用係 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄 分割10
庶務 任用 非常勤職員 非常勤講師採用原議書(平成24年度） 総務部人事課任用係 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 総務部車庫倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄 分割10
庶務 任用 非常勤職員 非常勤講師採用原議書(平成25年度） 総務部人事課任用係 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 総務部車庫倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄 分割10
庶務 任用 非常勤職員 非常勤講師採用原議書(平成26年度） 総務部人事課任用係 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 総務部車庫倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄 分割9
庶務 任用 非常勤職員 非常勤講師採用原議書(平成27年度） 総務部人事課任用係 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 総務部車庫倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄 分割10
庶務 任用 非常勤職員 非常勤講師採用原議書(平成28年度） 総務部人事課任用係 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 総務部車庫倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄 分割10
庶務 任用 非常勤職員 非常勤講師採用原議書(平成29年度） 総務部人事課任用係 2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄 分割10
庶務 任用 非常勤職員 非常勤講師採用原議書(平成30年度） 総務部人事課任用係 2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄 分割10
庶務 任用 非常勤職員 非常勤講師採用原議書(令和元年度） 総務部人事企画課任用係 2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄 分割10
庶務 任用 非常勤職員 非常勤講師採用原議書(令和２年度） 総務部人事企画課任用係 2020年度 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄 分割10
庶務 任用 非常勤職員 非常勤職員雇用計画(平成20年度） 総務部人事課任用係 2008年度 2009/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 非常勤職員 非常勤職員雇用計画(平成21年度） 総務部人事課任用係 2009年度 2010/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 非常勤職員 非常勤職員雇用計画(平成22年度） 総務部人事課任用係 2010年度 2011/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 非常勤職員 非常勤職員雇用計画(平成23年度） 総務部人事課任用係 2011年度 2012/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 非常勤職員 非常勤職員雇用計画(平成24年度） 総務部人事課任用係 2012年度 2013/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 非常勤職員 非常勤職員雇用計画(平成25年度） 総務部人事課任用係 2013年度 2014/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 非常勤職員 非常勤職員雇用計画(平成26年度） 総務部人事課任用係 2014年度 2015/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 非常勤職員 非常勤職員雇用計画(平成27年度） 総務部人事課任用係 2015年度 2016/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 非常勤職員 非常勤職員雇用計画(平成28年度） 総務部人事課任用係 2016年度 2017/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 非常勤職員 非常勤職員雇用計画(平成29年度） 総務部人事課任用係 2017年度 2018/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 非常勤職員 非常勤職員雇用計画(平成30年度） 総務部人事課任用係 2018年度 2019/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 非常勤職員 非常勤職員雇用計画(令和元年度） 総務部人事企画課任用係 2019年度 2020/4/1 無期限 無期限 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 非常勤職員 非常勤職員雇用計画(令和２年度） 総務部人事企画課任用係 2020年度 2021/4/1 無期限 無期限 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 非常勤職員 非常勤職員採用原議書(平成16年度） 総務部人事課任用係 2004年度 2005/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄 分割11
庶務 任用 非常勤職員 非常勤職員採用原議書(平成17年度） 総務部人事課任用係 2005年度 2006/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄 分割11
庶務 任用 非常勤職員 非常勤職員採用原議書(平成18年度） 総務部人事課任用係 2006年度 2007/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄 分割11
庶務 任用 非常勤職員 非常勤職員採用原議書(平成19年度） 総務部人事課任用係 2007年度 2008/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄 分割11
庶務 任用 非常勤職員 非常勤職員採用原議書(平成20年度） 総務部人事課任用係 2008年度 2009/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄 分割12
庶務 任用 非常勤職員 非常勤職員採用原議書(平成21年度） 総務部人事課任用係 2009年度 2010/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄 分割12
庶務 任用 非常勤職員 非常勤職員採用原議書(平成22年度） 総務部人事課任用係 2010年度 2011/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄 分割12
庶務 任用 非常勤職員 非常勤職員採用原議書(平成23年度） 総務部人事課任用係 2011年度 2012/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄 分割18
庶務 任用 非常勤職員 非常勤職員採用原議書(平成24年度） 総務部人事課任用係 2012年度 2013/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄 分割18
庶務 任用 非常勤職員 非常勤職員採用原議書(平成25年度） 総務部人事課任用係 2013年度 2014/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄 分割18
庶務 任用 非常勤職員 非常勤職員採用原議書(平成26年度） 総務部人事課任用係 2014年度 2015/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄 分割18
庶務 任用 非常勤職員 非常勤職員採用原議書(平成27年度） 総務部人事課任用係 2015年度 2016/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄 分割18
庶務 任用 非常勤職員 非常勤職員採用原議書(平成28年度） 総務部人事課任用係 2016年度 2017/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄 分割18
庶務 任用 非常勤職員 非常勤職員採用原議書(平成29年度） 総務部人事課任用係 2017年度 2018/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄 分割18
庶務 任用 非常勤職員 非常勤職員採用原議書(平成30年度） 総務部人事課任用係 2018年度 2019/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄 分割18
庶務 任用 非常勤職員 非常勤職員採用原議書(令和元年度） 総務部人事企画課任用係 2019年度 2020/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄 分割18
庶務 任用 非常勤職員 非常勤職員採用原議書(令和2年度） 総務部人事企画課任用係 2020年度 2021/4/1 無期限 無期限 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄 分割18
庶務 任用 非常勤職員 特命職員（Ⅰ・Ⅲ）(平成25年度） 総務部人事課任用係 2013年度 2014/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄 分割18
庶務 任用 非常勤職員 特命職員（Ⅰ・Ⅲ）(平成26年度） 総務部人事課任用係 2014年度 2015/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄 分割18
庶務 任用 非常勤職員 特命職員（Ⅰ・Ⅲ）(平成27年度） 総務部人事課任用係 2015年度 2016/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄 分割18
庶務 任用 非常勤職員 特命職員（Ⅰ・Ⅲ）(平成28年度） 総務部人事課任用係 2016年度 2017/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄 分割18
庶務 任用 非常勤職員 特命職員（Ⅰ・Ⅲ）(平成29年度） 総務部人事課任用係 2017年度 2018/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄 分割18
庶務 任用 非常勤職員 特命職員（Ⅰ・Ⅲ）(平成30年度） 総務部人事課任用係 2018年度 2019/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄 分割18
庶務 任用 非常勤職員 特命職員（Ⅰ・Ⅲ）(令和元年度） 総務部人事企画課任用係 2019年度 2020/4/1 無期限 無期限 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄 分割18
庶務 任用 非常勤職員 特命職員（Ⅰ・Ⅲ）(令和２年度） 総務部人事企画課任用係 2020年度 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄 分割18
庶務 任用 非常勤職員 TA・RA採用原議書(平成23年度） 総務部人事課任用係 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄 分割3
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庶務 任用 非常勤職員 TA・RA採用原議書(平成24年度） 総務部人事課任用係 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 総務部車庫倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄 分割3
庶務 任用 非常勤職員 TA・RA採用原議書(平成25年度） 総務部人事課任用係 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 総務部車庫倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄 分割3
庶務 任用 非常勤職員 TA・RA採用原議書(平成26年度） 総務部人事課任用係 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 総務部車庫倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄 分割3
庶務 任用 非常勤職員 TA・RA採用原議書(平成27年度） 総務部人事課任用係 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 総務部車庫倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 非常勤職員 TA・RA採用原議書(平成28年度） 総務部人事課任用係 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 非常勤職員 TA・RA採用原議書(平成29年度） 総務部人事課任用係 2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 非常勤職員 TA・RA採用原議書(平成30年度） 総務部人事課任用係 2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 非常勤職員 TA・RA採用原議書(令和元年度） 総務部人事企画課任用係 2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 非常勤職員 TA・RA採用原議書(令和２年度） 総務部人事企画課任用係 2020年度 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 非常勤職員 派遣検察官(平成23年度） 総務部人事課任用係 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 非常勤職員 派遣検察官(平成24年度） 総務部人事課任用係 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 非常勤職員 派遣検察官(平成25年度） 総務部人事課任用係 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 非常勤職員 派遣検察官(平成26年度） 総務部人事課任用係 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 非常勤職員 派遣裁判官(平成23年度） 総務部人事課任用係 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 非常勤職員 派遣裁判官(平成24年度） 総務部人事課任用係 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 非常勤職員 派遣裁判官(平成25年度） 総務部人事課任用係 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 非常勤職員 派遣裁判官(平成26年度） 総務部人事課任用係 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 非常勤職員 派遣裁判官(平成27年度） 総務部人事課任用係 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 非常勤職員 派遣裁判官(平成28年度） 総務部人事課任用係 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 非常勤職員 派遣裁判官(平成29年度） 総務部人事課任用係 2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 非常勤職員 派遣裁判官(平成30年度） 総務部人事課任用係 2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 非常勤職員 派遣裁判官(平成31年度） 総務部人事企画課任用係 2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 非常勤職員 派遣裁判官(令和２年度） 総務部人事企画課任用係 2020年度 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 その他 公印簿 総務部人事企画課任用係 2018年度 2019/4/1 無期限 無期限 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 任用 常勤職員 年俸制への配置換 総務部人事企画課任用係 2020年度 2021/4/1 無期限 無期限 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 文書 その他 各種証明書（平成30年度） 総務部人事課給与係 2018年度 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 文書 その他 各種証明書（令和1年度） 総務部人事企画課給与係 2019年度 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 文書 その他 各種証明書（令和2年度） 総務部人事企画課給与係 2020年度 2021/4/1 3年 2024/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 俸給 号俸是正(平成23年度） 総務部人事課給与係 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 俸給 号俸是正(平成24年度） 総務部人事課給与係 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 俸給 号俸是正(平成25年度） 総務部人事課給与係 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 俸給 号俸是正(平成26年度） 総務部人事課給与係 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 俸給 号俸是正(平成27年度） 総務部人事課給与係 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 俸給 号俸是正(平成28年度） 総務部人事課給与係 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 俸給 号俸是正(平成29年度） 総務部人事課給与係 2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 俸給 号俸是正(平成30年度） 総務部人事課給与係 2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 俸給 号俸是正(令和元年度） 総務部人事企画課給与係 2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 俸給 号俸是正(令和2年度） 総務部人事企画課給与係 2020年度 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 俸給 昇格(教員）(平成23年度） 総務部人事課給与係 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 俸給 昇格(教員）(平成24年度） 総務部人事課給与係 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 俸給 昇格(教員）(平成25年度） 総務部人事課給与係 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 俸給 昇格(教員）(平成26年度） 総務部人事課給与係 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 俸給 昇格(教員）(平成27年度） 総務部人事課給与係 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 俸給 昇格(教員）(平成28年度） 総務部人事課給与係 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 俸給 昇格(教員）(平成29年度） 総務部人事課給与係 2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 俸給 昇格(教員）(平成30年度） 総務部人事課給与係 2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 俸給 昇格(教員）(令和元年度） 総務部人事企画課給与係 2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 俸給 昇格(教員）(令和2年度） 総務部人事企画課給与係 2020年度 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 俸給 昇格(事務系）(平成23年度） 総務部人事課給与係 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 俸給 昇格(事務系）(平成24年度） 総務部人事課給与係 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 俸給 昇格(事務系）(平成25年度） 総務部人事課給与係 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 俸給 昇格(事務系）(平成26年度） 総務部人事課給与係 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 俸給 昇格(事務系）(平成27年度） 総務部人事課給与係 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 俸給 昇格(事務系）(平成28年度） 総務部人事課給与係 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 俸給 昇格(事務系）(平成29年度） 総務部人事課給与係 2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 俸給 昇格(事務系）(平成30年度） 総務部人事課給与係 2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 俸給 昇格(事務系）(令和元年度） 総務部人事企画課給与係 2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 俸給 昇格(事務系）(令和2年度） 総務部人事企画課給与係 2020年度 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 俸給 H24.1 昇給 総務部人事課給与係 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 俸給 H25.1 昇給 総務部人事課給与係 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 俸給 H26.1 昇給 総務部人事課給与係 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 俸給 H27.1 昇給 総務部人事課給与係 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 俸給 H28.1 昇給 総務部人事課給与係 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 俸給 H29.1 昇給 総務部人事課給与係 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 俸給 H30.1 昇給 総務部人事課給与係 2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 俸給 H31.1 昇給 総務部人事課給与係 2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 俸給 R2.1 昇給 総務部人事企画課給与係 2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 俸給 R3.1 昇給 総務部人事企画課給与係 2020年度 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 俸給 人事院勧告関係資料(平成23年） 総務部人事課給与係 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 俸給 人事院勧告関係資料(平成24年） 総務部人事課給与係 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 俸給 人事院勧告関係資料(平成25年） 総務部人事課給与係 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 俸給 人事院勧告関係資料(平成26年） 総務部人事課給与係 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 俸給 人事院勧告関係資料(平成27年） 総務部人事課給与係 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 俸給 人事院勧告関係資料(平成28年） 総務部人事課給与係 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 俸給 人事院勧告関係資料(平成29年） 総務部人事課給与係 2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 俸給 人事院勧告関係資料(平成30年） 総務部人事課給与係 2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 俸給 人事院勧告関係資料(令和元年） 総務部人事企画課給与係 2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 俸給 人事院勧告関係資料(令和2年） 総務部人事企画課給与係 2020年度 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 俸給 切替関係綴(1）(昭47） 庶務部人事課給与係 1972年度 1973/4/1 無期限 無期限 紙 第一研修室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 俸給 切替関係綴(1）(昭48） 庶務部人事課給与係 1973年度 1974/4/1 無期限 無期限 紙 第一研修室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 俸給 切替関係綴(1）(昭49） 庶務部人事課給与係 1974年度 1975/4/1 無期限 無期限 紙 第一研修室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 俸給 切替関係綴(1）(昭50） 庶務部人事課給与係 1975年度 1976/4/1 無期限 無期限 紙 第一研修室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 俸給 切替関係綴(2）(昭51） 庶務部人事課給与係 1976年度 1977/4/1 無期限 無期限 紙 第一研修室 総務部人事企画課課長 廃棄
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庶務 給与 俸給 切替関係綴(2）(昭52） 庶務部人事課給与係 1977年度 1978/4/1 無期限 無期限 紙 第一研修室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 俸給 切替関係綴(2）(昭53） 庶務部人事課給与係 1978年度 1979/4/1 無期限 無期限 紙 第一研修室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 俸給 切替関係綴(2）(昭54） 庶務部人事課給与係 1979年度 1980/4/1 無期限 無期限 紙 第一研修室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 俸給 切替関係綴(2）(昭55） 庶務部人事課給与係 1980年度 1981/4/1 無期限 無期限 紙 第一研修室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 俸給 切替関係綴(2）(昭56） 庶務部人事課給与係 1981年度 1992/4/1 無期限 無期限 紙 第一研修室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 俸給 切替関係綴(2）(昭58） 庶務部人事課給与係 1983年度 1984/4/1 無期限 無期限 紙 第一研修室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 俸給 切替関係綴(2）(昭59） 庶務部人事課給与係 1984年度 1985/4/1 無期限 無期限 紙 第一研修室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 俸給 切替関係綴(昭和60年度） 庶務部人事課給与係 1985年度 1986/4/1 無期限 無期限 紙 第一研修室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 俸給 切替関係綴(2）(昭61） 庶務部人事課給与係 1986年度 1987/4/1 無期限 無期限 紙 第一研修室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 俸給 切替関係綴(2）(昭62） 庶務部人事課給与係 1987年度 1988/4/1 無期限 無期限 紙 第一研修室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 俸給 切替関係綴(2）(昭63） 庶務部人事課給与係 1988年度 1989/4/1 無期限 無期限 紙 第一研修室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 俸給 切替関係綴(平成1年度） 庶務部人事課給与係 1989年度 1990/4/1 無期限 無期限 紙 第一研修室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 俸給 切替関係綴(平成2年度） 庶務部人事課給与係 1990年度 1991/4/1 無期限 無期限 紙 第一研修室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 俸給 切替関係綴(3）(平3） 庶務部人事課給与係 1991年度 1992/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 俸給 切替関係綴(3）(平4） 庶務部人事課給与係 1992年度 1993/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 俸給 切替関係綴(3）(平5） 庶務部人事課給与係 1993年度 1994/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 俸給 切替関係綴(3）(平6） 庶務部人事課給与係 1994年度 1995/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 俸給 切替関係綴(3）(平7） 庶務部人事課給与係 1995年度 1996/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 俸給 切替関係綴(平成8年度） 庶務部人事課給与係 1996年度 1997/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 俸給 切替関係綴(平成9年度） 庶務部人事課給与係 1997年度 1998/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 俸給 切替関係綴(平成10年度） 総務部人事課給与係 1998年度 1999/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 俸給 切替関係綴(平成11年度） 総務部人事課給与係 1999年度 2000/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 俸給 切替関係綴(平成14年度） 総務部人事課給与係 2002年度 2003/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 俸給 切替関係綴(平成15年度） 総務部人事課給与係 2003年度 2004/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 俸給 復職時調整(H23.1.1～H23.12.31） 総務部人事課給与係 2010年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 俸給 復職時調整(H24.1.1～H24.12.31） 総務部人事課給与係 2011年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 俸給 復職時調整(H25.1.1～H25.12.31） 総務部人事課給与係 2012年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 俸給 復職時調整(H26.1.1～H26.12.31） 総務部人事課給与係 2013年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 俸給 復職時調整(H27.1.1～H27.12.31） 総務部人事課給与係 2014年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 俸給 復職時調整(H28.1.1～H28.12.31） 総務部人事課給与係 2015年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 俸給 復職時調整(H29.1.1～H29.12.31） 総務部人事課給与係 2016年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 俸給 復職時調整(H30.1.1～H30.12.31） 総務部人事課給与係 2017年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 俸給 復職時調整(H31.1.1～R1.12.31） 総務部人事課給与係 2018年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 俸給 復職時調整(R2.1.1～R2.12.31） 総務部人事企画課給与係 2019年度 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 俸給 復職時調整(R3.1.1～R3.12.31） 総務部人事企画課給与係 2020年度 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 俸給 平均所定労働時間関係(平成23年度） 総務部人事課給与係 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 俸給 平均所定労働時間関係(平成24年度） 総務部人事課給与係 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 俸給 平均所定労働時間関係(平成25年度） 総務部人事課給与係 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 俸給 平均所定労働時間関係(平成26年度） 総務部人事課給与係 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 俸給 平均所定労働時間関係(平成27年度） 総務部人事課給与係 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 俸給 平均所定労働時間関係(平成28年度） 総務部人事課給与係 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 俸給 平均所定労働時間関係(平成29年度） 総務部人事課給与係 2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 俸給 平均所定労働時間関係(平成30年度） 総務部人事課給与係 2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 俸給 平均所定労働時間関係(令和元年度） 総務部人事企画課給与係 2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 俸給 平均所定労働時間関係(令和2年度） 総務部人事企画課給与係 2020年度 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 諸手当 期末・勤勉手当(平成28年度6月期・12月期） 総務部人事課給与係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 諸手当 期末・勤勉手当(平成29年度6月期・12月期） 総務部人事課給与係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 諸手当 期末・勤勉手当(平成30年度6月期・12月期） 総務部人事課給与係 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 諸手当 期末・勤勉手当(令和1年度6月期・12月期） 総務部人事企画課給与係 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 諸手当 期末・勤勉手当(令和2年度6月期・12月期） 総務部人事企画課給与係 2020年度 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 諸手当 広域異動手当支給調書(平成28年度） 総務部人事課給与係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙・電子 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 諸手当 広域異動手当支給調書(平成29年度） 総務部人事課給与係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙・電子 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 諸手当 広域異動手当支給調書(平成30年度） 総務部人事課給与係 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙・電子 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 諸手当 広域異動手当支給調書(令和元年度） 総務部人事企画課給与係 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙・電子 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 諸手当 広域異動手当支給調書(令和2年度） 総務部人事企画課給与係 2020年度 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙・電子 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 諸手当 初任給調整手当(平成28年度） 総務部人事課給与係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 諸手当 初任給調整手当(平成29年度） 総務部人事課給与係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 諸手当 初任給調整手当(平成30年度） 総務部人事課給与係 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 諸手当 初任給調整手当(令和1年度） 総務部人事企画課給与係 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 諸手当 初任給調整手当(令和2年度） 総務部人事企画課給与係 2020年度 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 諸手当 諸手当報告書綴り(平成28年度） 総務部人事課給与係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 諸手当 諸手当報告書綴り(平成29年度） 総務部人事課給与係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 諸手当 諸手当報告書綴り(平成30年度） 総務部人事課給与係 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 諸手当 諸手当報告書綴り(令和1年度） 総務部人事企画課給与係 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 諸手当 諸手当報告書綴り(令和2年度） 総務部人事企画課給与係 2020年度 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 諸手当 諸手当現況届(平成28年度） 総務部人事課給与係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 諸手当 諸手当現況届(平成29年度） 総務部人事課給与係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 諸手当 諸手当現況届(平成30年度） 総務部人事課給与係 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 諸手当 諸手当現況届(令和1年度） 総務部人事企画課給与係 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 諸手当 諸手当現況届(令和2年度） 総務部人事企画課給与係 2020年度 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 諸手当 諸手当現況届(医学部・病院）(平成28年度） 総務部人事課給与係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 諸手当 諸手当現況届(医学部・病院）(平成29年度） 総務部人事課給与係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 諸手当 諸手当現況届(医学部・病院）(平成30年度） 総務部人事課給与係 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 諸手当 諸手当現況届(医学部・病院）(令和1年度） 総務部人事企画課給与係 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 諸手当 諸手当現況届(医学部・病院）(令和2年度） 総務部人事企画課給与係 2020年度 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 諸手当 諸手当現況届(非常勤）(平成28年度） 総務部人事課給与係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 諸手当 諸手当現況届(非常勤）(平成29年度） 総務部人事課給与係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 諸手当 諸手当現況届(非常勤）(平成30年度） 総務部人事課給与係 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 諸手当 諸手当現況届(非常勤）(令和1年度） 総務部人事企画課給与係 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 諸手当 諸手当現況届(非常勤）(令和2年度） 総務部人事企画課給与係 2020年度 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 諸手当 常勤職員個人別ファイル(住居・通勤・扶養・単身赴任） 庶務部人事課給与係 1972年度 1973/4/1 退職後5年 退職後5年 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 諸手当 単身赴任届・認定簿(平成16年度） 総務部人事課給与第一係 2004年度 2005/4/1 退職後5年 退職後5年 紙・電子 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 諸手当 単身赴任届・認定簿(平成17年度） 総務部人事課給与第一係 2005年度 2006/4/1 退職後5年 退職後5年 紙・電子 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
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庶務 給与 諸手当 単身赴任届・認定簿(平成18年度） 総務部人事課給与係 2006年度 2007/4/1 退職後5年 退職後5年 紙・電子 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 諸手当 単身赴任届・認定簿(平成19年度） 総務部人事課給与係 2007年度 2008/4/1 退職後5年 退職後5年 紙・電子 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 諸手当 単身赴任届・認定簿(平成20年度） 総務部人事課給与係 2008年度 2009/4/1 退職後5年 退職後5年 紙・電子 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 諸手当 単身赴任届・認定簿(平成21年度） 総務部人事課給与係 2009年度 2010/4/1 退職後5年 退職後5年 紙・電子 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 諸手当 単身赴任届・認定簿(平成22年度） 総務部人事課給与係 2010年度 2011/4/1 退職後5年 退職後5年 紙・電子 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 諸手当 単身赴任届・認定簿(平成23年度） 総務部人事課給与係 2011年度 2012/4/1 退職後5年 退職後5年 紙・電子 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 諸手当 単身赴任届・認定簿(平成24年度） 総務部人事課給与係 2012年度 2013/4/1 退職後5年 退職後5年 紙・電子 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 諸手当 単身赴任届・認定簿(平成25年度） 総務部人事課給与係 2013年度 2014/4/1 退職後5年 退職後5年 紙・電子 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 諸手当 単身赴任届・認定簿(平成26年度） 総務部人事課給与係 2014年度 2015/4/1 退職後5年 退職後5年 紙・電子 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 諸手当 単身赴任届・認定簿(平成27年度） 総務部人事課給与係 2015年度 2016/4/1 退職後5年 退職後5年 紙・電子 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 諸手当 単身赴任届・認定簿(平成28年度） 総務部人事課給与係 2016年度 2017/4/1 退職後5年 退職後5年 紙・電子 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 諸手当 単身赴任届・認定簿(平成29年度） 総務部人事課給与係 2017年度 2018/4/1 退職後5年 退職後5年 紙・電子 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 諸手当 単身赴任届・認定簿(平成30年度） 総務部人事課給与係 2018年度 2019/4/1 退職後5年 退職後5年 紙・電子 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 諸手当 単身赴任届・認定簿(令和元年度） 総務部人事企画課給与係 2019年度 2020/4/1 退職後5年 退職後5年 紙・電子 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 諸手当 単身赴任届・認定簿(令和2年度） 総務部人事企画課給与係 2020年度 2021/4/1 退職後5年 退職後5年 紙・電子 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 諸手当 地域・広域異動手当(平成28年度） 総務部人事課給与係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 諸手当 地域・広域異動手当(平成29年度） 総務部人事課給与係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 諸手当 地域・広域異動手当(平成30年度） 総務部人事課給与係 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 諸手当 地域・広域異動手当(令和1年度） 総務部人事企画課給与係 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 諸手当 地域・広域異動手当(令和2年度） 総務部人事企画課給与係 2020年度 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 諸手当 特地出向手当（令和2年度） 総務部人事企画課給与係 2020年度 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 諸手当 管理職手当(平成28年度） 総務部人事課給与係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 諸手当 管理職手当(平成29年度） 総務部人事課給与係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 諸手当 管理職手当(平成30年度） 総務部人事課給与係 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 諸手当 管理職手当(令和元年度） 総務部人事企画課給与係 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 諸手当 管理職手当(令和2年度） 総務部人事企画課給与係 2020年度 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 諸手当 特地勤務手当(平成28年度） 総務部人事課給与係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 諸手当 特地勤務手当(平成29年度） 総務部人事課給与係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 諸手当 特地勤務手当(平成30年度） 総務部人事課給与係 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 諸手当 特地勤務手当(令和元年度） 総務部人事企画課給与係 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 諸手当 特地勤務手当(令和2年度） 総務部人事企画課給与係 2020年度 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 諸手当 通勤・住居手当認定簿(非常勤）(平成16年度） 総務部人事課給与第二係 2004年度 2005/4/1 退職後5年 退職後5年 紙・電子 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 諸手当 通勤・住居手当認定簿(非常勤）(平成17年度） 総務部人事課給与第二係 2005年度 2006/4/1 退職後5年 退職後5年 紙・電子 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 諸手当 通勤・住居手当認定簿(非常勤）(平成18年度） 総務部人事課給与係 2006年度 2007/4/1 退職後5年 退職後5年 紙・電子 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 諸手当 通勤・住居手当認定簿(非常勤）(平成19年度） 総務部人事課給与係 2007年度 2008/4/1 退職後5年 退職後5年 紙・電子 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 諸手当 通勤・住居手当認定簿(非常勤）(平成20年度） 総務部人事課給与係 2008年度 2009/4/1 退職後5年 退職後5年 紙・電子 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 諸手当 通勤・住居手当認定簿(非常勤）(平成21年度） 総務部人事課給与係 2009年度 2010/4/1 退職後5年 退職後5年 紙・電子 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 諸手当 通勤・住居手当認定簿(非常勤）(平成22年度） 総務部人事課給与係 2010年度 2011/4/1 退職後5年 退職後5年 紙・電子 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 諸手当 通勤・住居手当認定簿(非常勤）(平成23年度） 総務部人事課給与係 2011年度 2012/4/1 退職後5年 退職後5年 紙・電子 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 諸手当 通勤・住居手当認定簿(非常勤）(平成24年度） 総務部人事課給与係 2012年度 2013/4/1 退職後5年 退職後5年 紙・電子 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 諸手当 通勤・住居手当認定簿(非常勤）(平成25年度） 総務部人事課給与係 2013年度 2014/4/1 退職後5年 退職後5年 紙・電子 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 諸手当 通勤・住居手当認定簿(非常勤）(平成26年度） 総務部人事課給与係 2014年度 2015/4/1 退職後5年 退職後5年 紙・電子 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 諸手当 通勤・住居手当認定簿(非常勤）(平成27年度） 総務部人事課給与係 2015年度 2016/4/1 退職後5年 退職後5年 紙・電子 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 諸手当 通勤・住居手当認定簿(非常勤）(平成28年度） 総務部人事課給与係 2016年度 2017/4/1 退職後5年 退職後5年 紙・電子 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 諸手当 通勤・住居手当認定簿(非常勤）(平成29年度） 総務部人事課給与係 2017年度 2018/4/1 退職後5年 退職後5年 紙・電子 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 諸手当 通勤・住居手当認定簿(非常勤）(平成30年度） 総務部人事課給与係 2018年度 2019/4/1 退職後5年 退職後5年 紙・電子 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 諸手当 通勤・住居手当認定簿(非常勤）(令和元年度） 総務部人事企画課給与係 2019年度 2020/4/1 退職後5年 退職後5年 紙・電子 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 諸手当 通勤・住居手当認定簿(非常勤）(令和2年度） 総務部人事企画課給与係 2020年度 2021/4/1 退職後5年 退職後5年 紙・電子 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 諸手当 通勤届・認定簿(平成16年度） 総務部人事課給与第一係 2004年度 2005/4/1 退職後5年 退職後5年 紙・電子 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 諸手当 通勤届・認定簿(平成17年度） 総務部人事課給与第一係 2005年度 2006/4/1 退職後5年 退職後5年 紙・電子 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 諸手当 通勤届・認定簿(平成18年度） 総務部人事課給与係 2006年度 2007/4/1 退職後5年 退職後5年 紙・電子 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 諸手当 通勤届・認定簿(平成19年度） 総務部人事課給与係 2007年度 2008/4/1 退職後5年 退職後5年 紙・電子 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 諸手当 通勤届・認定簿(平成20年度） 総務部人事課給与係 2008年度 2009/4/1 退職後5年 退職後5年 紙・電子 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 諸手当 通勤届・認定簿(平成21年度） 総務部人事課給与係 2009年度 2010/4/1 退職後5年 退職後5年 紙・電子 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 諸手当 通勤届・認定簿(平成22年度） 総務部人事課給与係 2010年度 2011/4/1 退職後5年 退職後5年 紙・電子 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 諸手当 通勤届・認定簿(平成23年度） 総務部人事課給与係 2011年度 2012/4/1 退職後5年 退職後5年 紙・電子 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 諸手当 通勤届・認定簿(平成24年度） 総務部人事課給与係 2012年度 2013/4/1 退職後5年 退職後5年 紙・電子 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 諸手当 通勤届・認定簿(平成25年度） 総務部人事課給与係 2013年度 2014/4/1 退職後5年 退職後5年 紙・電子 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 諸手当 通勤届・認定簿(平成26年度） 総務部人事課給与係 2014年度 2015/4/1 退職後5年 退職後5年 紙・電子 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 諸手当 通勤届・認定簿(平成27年度） 総務部人事課給与係 2015年度 2016/4/1 退職後5年 退職後5年 紙・電子 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 諸手当 通勤届・認定簿(平成28年度） 総務部人事課給与係 2016年度 2017/4/1 退職後5年 退職後5年 紙・電子 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 諸手当 通勤届・認定簿(平成29年度） 総務部人事課給与係 2017年度 2018/4/1 退職後5年 退職後5年 紙・電子 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 諸手当 通勤届・認定簿(平成30年度） 総務部人事課給与係 2018年度 2019/4/1 退職後5年 退職後5年 紙・電子 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 諸手当 通勤届・認定簿(令和元年度） 総務部人事企画課給与係 2019年度 2020/4/1 退職後5年 退職後5年 紙・電子 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 諸手当 通勤届・認定簿(令和2年度） 総務部人事企画課給与係 2020年度 2021/4/1 退職後5年 退職後5年 紙・電子 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 諸手当 住居届・認定簿(平成16年度） 総務部人事課給与第一係 2004年度 2005/4/1 退職後5年 退職後5年 紙・電子 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 諸手当 住居届・認定簿(平成17年度） 総務部人事課給与第一係 2005年度 2006/4/1 退職後5年 退職後5年 紙・電子 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 諸手当 住居届・認定簿(平成18年度） 総務部人事課給与係 2006年度 2007/4/1 退職後5年 退職後5年 紙・電子 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 諸手当 住居届・認定簿(平成19年度） 総務部人事課給与係 2007年度 2008/4/1 退職後5年 退職後5年 紙・電子 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 諸手当 住居届・認定簿(平成20年度） 総務部人事課給与係 2008年度 2009/4/1 退職後5年 退職後5年 紙・電子 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 諸手当 住居届・認定簿(平成21年度） 総務部人事課給与係 2009年度 2010/4/1 退職後5年 退職後5年 紙・電子 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 諸手当 住居届・認定簿(平成22年度） 総務部人事課給与係 2010年度 2011/4/1 退職後5年 退職後5年 紙・電子 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 諸手当 住居届・認定簿(平成23年度） 総務部人事課給与係 2011年度 2012/4/1 退職後5年 退職後5年 紙・電子 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 諸手当 住居届・認定簿(平成24年度） 総務部人事課給与係 2012年度 2013/4/1 退職後5年 退職後5年 紙・電子 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 諸手当 住居届・認定簿(平成25年度） 総務部人事課給与係 2013年度 2014/4/1 退職後5年 退職後5年 紙・電子 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 諸手当 住居届・認定簿(平成26年度） 総務部人事課給与係 2014年度 2015/4/1 退職後5年 退職後5年 紙・電子 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 諸手当 住居届・認定簿(平成27年度） 総務部人事課給与係 2015年度 2016/4/1 退職後5年 退職後5年 紙・電子 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 諸手当 住居届・認定簿(平成28年度） 総務部人事課給与係 2016年度 2017/4/1 退職後5年 退職後5年 紙・電子 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 諸手当 住居届・認定簿(平成29年度） 総務部人事課給与係 2017年度 2018/4/1 退職後5年 退職後5年 紙・電子 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 諸手当 住居届・認定簿(平成30年度） 総務部人事課給与係 2018年度 2019/4/1 退職後5年 退職後5年 紙・電子 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 諸手当 住居届・認定簿(令和元年度） 総務部人事企画課給与係 2019年度 2020/4/1 退職後5年 退職後5年 紙・電子 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 諸手当 住居届・認定簿(令和2年度） 総務部人事企画課給与係 2020年度 2021/4/1 退職後5年 退職後5年 紙・電子 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 諸手当 特地勤務手当支給調書(平成28年度） 総務部人事課給与係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙・電子 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
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庶務 給与 諸手当 特地勤務手当支給調書(平成29年度） 総務部人事課給与係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙・電子 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 諸手当 特地勤務手当支給調書(平成30年度） 総務部人事課給与係 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙・電子 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 諸手当 特地勤務手当支給調書(令和元年度） 総務部人事企画課給与係 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙・電子 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 諸手当 特地勤務手当支給調書(令和2年度） 総務部人事企画課給与係 2020年度 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙・電子 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 諸手当 非常勤職員個人別ファイル(住居・通勤） 庶務部人事課給与係 1972年度 1973/4/1 退職後5年 退職後5年 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 諸手当 扶養届・認定簿(平成16年度） 総務部人事課給与第一係 2004年度 2005/4/1 退職後5年 退職後5年 紙・電子 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 諸手当 扶養届・認定簿(平成17年度） 総務部人事課給与第一係 2005年度 2006/4/1 退職後5年 退職後5年 紙・電子 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 諸手当 扶養届・認定簿(平成18年度） 総務部人事課給与係 2006年度 2007/4/1 退職後5年 退職後5年 紙・電子 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 諸手当 扶養届・認定簿(平成19年度） 総務部人事課給与係 2007年度 2008/4/1 退職後5年 退職後5年 紙・電子 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 諸手当 扶養届・認定簿(平成20年度） 総務部人事課給与係 2008年度 2009/4/1 退職後5年 退職後5年 紙・電子 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 諸手当 扶養届・認定簿(平成21年度） 総務部人事課給与係 2009年度 2010/4/1 退職後5年 退職後5年 紙・電子 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 諸手当 扶養届・認定簿(平成22年度） 総務部人事課給与係 2010年度 2011/4/1 退職後5年 退職後5年 紙・電子 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 諸手当 扶養届・認定簿(平成23年度） 総務部人事課給与係 2011年度 2012/4/1 退職後5年 退職後5年 紙・電子 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 諸手当 扶養届・認定簿(平成24年度） 総務部人事課給与係 2012年度 2013/4/1 退職後5年 退職後5年 紙・電子 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 諸手当 扶養届・認定簿(平成25年度） 総務部人事課給与係 2013年度 2014/4/1 退職後5年 退職後5年 紙・電子 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 諸手当 扶養届・認定簿(平成26年度） 総務部人事課給与係 2014年度 2015/4/1 退職後5年 退職後5年 紙・電子 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 諸手当 扶養届・認定簿(平成27年度） 総務部人事課給与係 2015年度 2016/4/1 退職後5年 退職後5年 紙・電子 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 諸手当 扶養届・認定簿(平成28年度） 総務部人事課給与係 2016年度 2017/4/1 退職後5年 退職後5年 紙・電子 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 諸手当 扶養届・認定簿(平成29年度） 総務部人事課給与係 2017年度 2018/4/1 退職後5年 退職後5年 紙・電子 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 諸手当 扶養届・認定簿(平成30年度） 総務部人事課給与係 2018年度 2019/4/1 退職後5年 退職後5年 紙・電子 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 諸手当 扶養届・認定簿(令和元年度） 総務部人事企画課給与係 2019年度 2020/4/1 退職後5年 退職後5年 紙・電子 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 諸手当 扶養届・認定簿(令和2年度） 総務部人事企画課給与係 2020年度 2021/4/1 退職後5年 退職後5年 紙・電子 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 諸手当 服務状況報告書(平成28年度） 総務部人事課給与係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 諸手当 服務状況報告書(平成29年度） 総務部人事課給与係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 諸手当 服務状況報告書(平成30年度） 総務部人事課給与係 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 諸手当 服務状況報告書(令和1年度） 総務部人事企画課給与係 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 諸手当 服務状況報告書(令和2年度） 総務部人事企画課給与係 2020年度 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 諸手当 職務内容調書(大学院指導助教）(平成28年度） 総務部人事課給与係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 諸手当 職務内容調書(大学院指導助教）(平成29年度） 総務部人事課給与係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 諸手当 職務内容調書(大学院指導助教）(平成30年度） 総務部人事課給与係 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 諸手当 職務内容調書(大学院指導助教）(令和元年度） 総務部人事企画課給与係 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 諸手当 職務内容調書(大学院指導助教）(令和2年度） 総務部人事企画課給与係 2020年度 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 諸手当 大学院担当調整数(平成28年度） 総務部人事課給与係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 諸手当 大学院担当調整数(平成29年度） 総務部人事課給与係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 諸手当 大学院担当調整数(平成30年度） 総務部人事課給与係 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 諸手当 大学院担当調整数(令和元年度） 総務部人事企画課給与係 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 諸手当 大学院担当調整数(令和2年度） 総務部人事企画課給与係 2020年度 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 諸手当 俸給の調整額(附属病院 看護部）(平成28年度） 総務部人事課給与係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 諸手当 俸給の調整額(附属病院 看護部）(平成29年度） 総務部人事課給与係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 諸手当 俸給の調整額(附属病院）(平成30年度） 総務部人事課給与係 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 諸手当 俸給の調整額(附属病院）(令和元年度） 総務部人事企画課給与係 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 諸手当 俸給の調整額(病院）(令和2年度） 総務部人事企画課給与係 2020年度 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 諸手当 俸給の調整額(医学研究科）(平成28年度） 総務部人事課給与係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 諸手当 俸給の調整額(医学研究科）(平成29年度） 総務部人事課給与係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 諸手当 俸給の調整額(医学研究科）(平成30年度） 総務部人事課給与係 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 諸手当 俸給の調整額(医学研究科）(令和元年度） 総務部人事企画課給与係 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 諸手当 俸給の調整額(医学研究科）(令和2年度） 総務部人事企画課給与係 2020年度 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 諸手当 俸給の調整額(観光科学研究科）(平成28年度） 総務部人事課給与係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 諸手当 俸給の調整額(観光科学研究科）(平成29年度） 総務部人事課給与係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 諸手当 俸給の調整額(観光科学研究科）(平成30年度） 総務部人事課給与係 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 諸手当 俸給の調整額(観光科学研究科）(令和元年度） 総務部人事企画課給与係 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 諸手当 俸給の調整額(観光科学研究科）(令和2年度） 総務部人事企画課給与係 2020年度 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 諸手当 俸給の調整額(教育学研究科）(平成28年度） 総務部人事課給与係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 諸手当 俸給の調整額(教育学研究科）(平成29年度） 総務部人事課給与係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 諸手当 俸給の調整額(教育学研究科）(平成30年度） 総務部人事課給与係 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 諸手当 俸給の調整額(教育学研究科）(令和元年度） 総務部人事企画課給与係 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 諸手当 俸給の調整額(教育学研究科）(令和2年度） 総務部人事企画課給与係 2020年度 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 諸手当 俸給の調整額(人文社会科学研究科）(平成28年度） 総務部人事課給与係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 諸手当 俸給の調整額(人文社会科学研究科）(平成29年度） 総務部人事課給与係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 諸手当 俸給の調整額(人文社会科学研究科）(平成30年度） 総務部人事課給与係 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 諸手当 俸給の調整額(人文社会科学研究科）(令和元年度） 総務部人事企画課給与係 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 諸手当 俸給の調整額(人文社会科学研究科）(令和2年度） 総務部人事企画課給与係 2020年度 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 諸手当 俸給の調整額(農学研究科）(平成28年度） 総務部人事課給与係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 諸手当 俸給の調整額(農学研究科）(平成29年度） 総務部人事課給与係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 諸手当 俸給の調整額(農学研究科）(平成30年度） 総務部人事課給与係 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 諸手当 俸給の調整額(農学研究科）(令和元年度） 総務部人事企画課給与係 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 諸手当 俸給の調整額(農学研究科）(令和2年度） 総務部人事企画課給与係 2020年度 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 諸手当 俸給の調整額(保健学研究科）(平成28年度） 総務部人事課給与係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 諸手当 俸給の調整額(保健学研究科）(平成29年度） 総務部人事課給与係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 諸手当 俸給の調整額(保健学研究科）(平成30年度） 総務部人事課給与係 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 諸手当 俸給の調整額(保健学研究科）(令和元年度） 総務部人事企画課給与係 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 諸手当 俸給の調整額(保健学研究科）(令和2年度） 総務部人事企画課給与係 2020年度 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 諸手当 俸給の調整額(法務研究科）(平成28年度） 総務部人事課給与係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 諸手当 俸給の調整額(法務研究科）(平成29年度） 総務部人事課給与係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 諸手当 俸給の調整額(法務研究科）(平成30年度） 総務部人事課給与係 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 諸手当 俸給の調整額(法務研究科）(令和元年度） 総務部人事企画課給与係 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 諸手当 俸給の調整額(理工学研究科）(工系）(平成28年度） 総務部人事課給与係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 諸手当 俸給の調整額(理工学研究科）(工系）(平成29年度） 総務部人事課給与係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 諸手当 俸給の調整額(理工学研究科）(工系）(平成30年度） 総務部人事課給与係 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 諸手当 俸給の調整額(理工学研究科）(工系）(令和元年度） 総務部人事企画課給与係 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 諸手当 俸給の調整額(理工学研究科）(工系）(令和2年度） 総務部人事企画課給与係 2020年度 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 諸手当 俸給の調整額(理工学研究科）(理系）(平成28年度） 総務部人事課給与係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 諸手当 俸給の調整額(理工学研究科）(理系）(平成29年度） 総務部人事課給与係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
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庶務 給与 諸手当 俸給の調整額(理工学研究科）(理系）(平成30年度） 総務部人事課給与係 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 諸手当 俸給の調整額(理工学研究科）(理系）(令和元年度） 総務部人事企画課給与係 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 諸手当 俸給の調整額(理工学研究科）(理系）(令和2年度） 総務部人事企画課給与係 2020年度 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 諸手当 俸給の調整額(連合大学院）(平成28年度） 総務部人事課給与係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 諸手当 俸給の調整額(連合大学院）(平成29年度） 総務部人事課給与係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 諸手当 俸給の調整額(連合大学院）(平成30年度） 総務部人事課給与係 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 諸手当 俸給の調整額(連合大学院）(令和元年度） 総務部人事企画課給与係 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 諸手当 俸給の調整額(連合大学院）(令和2年度） 総務部人事企画課給与係 2020年度 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 その他 過年度支出(平成23年度） 庶務総務部人事課給与係 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 その他 過年度支出(平成24年度）  庶務総務部人事課給与係 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 その他 過年度支出(平成25年度）  庶務総務部人事課給与係 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 その他 過年度支出(平成26年度） 総務部人事課給与係 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 その他 過年度支出(平成27年度） 総務部人事課給与係 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 その他 過年度支出(平成28年度） 総務部人事課給与係 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 その他 過年度支出(平成29年度） 総務部人事課給与係 2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 その他 過年度支出(平成30年度） 総務部人事課給与係 2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 その他 過年度支出(令和元年度） 総務部人事企画課給与係 2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 その他 過年度返納(平成23年度） 総務部人事課給与係 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 その他 過年度返納(平成24年度） 総務部人事課給与係 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 その他 過年度返納(平成25年度） 総務部人事課給与係 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 その他 過年度返納(平成26年度） 総務部人事課給与係 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 その他 過年度返納(平成27年度） 総務部人事課給与係 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 その他 過年度返納(平成28年度） 総務部人事課給与係 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 その他 過年度返納(平成29年度） 総務部人事課給与係 2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 その他 過年度返納(平成30年度） 総務部人事課給与係 2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 その他 過年度返納(令和元年度） 総務部人事企画課給与係 2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 その他 過年度返納(令和2年度） 総務部人事企画課給与係 2020年度 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 給与 その他 定数関係綴(平成16年度） 総務部人事課給与係 2004年度 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 広報 情報公開 給与水準公表 情報公開 関係(平成22年度） 総務部人事課給与係 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 広報 情報公開 給与水準公表 情報公開 関係(平成23年度） 総務部人事課給与係 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 広報 情報公開 給与水準公表関係(平成24年度） 総務部人事課給与係 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 広報 情報公開 給与水準公表関係(平成25年度） 総務部人事課給与係 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 広報 情報公開 給与水準公表関係(平成26年度） 総務部人事課給与係 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 広報 情報公開 給与水準公表関係(平成27年度） 総務部人事課給与係 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 広報 情報公開 給与水準公表関係(平成28年度） 総務部人事課給与係 2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 広報 情報公開 給与水準公表関係(平成29年度） 総務部人事課給与係 2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 広報 情報公開 給与水準公表関係(平成30年度） 総務部人事企画課給与係 2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 広報 情報公開 給与水準公表関係(令和元年度） 総務部人事企画課給与係 2020年度 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 福利厚生 退職手当 退職給付引当金関係（決算整理資料）(平成27年度） 総務部人事課給与係 2015年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 福利厚生 退職手当 退職給付引当金関係（決算整理資料）(平成28年度） 総務部人事課給与係 2016年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 福利厚生 退職手当 退職給付引当金関係（決算整理資料）(平成29年度） 総務部人事課給与係 2017年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 福利厚生 退職手当 退職給付引当金関係（決算整理資料）(平成30年度） 総務部人事課給与係 2018年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 福利厚生 退職手当 退職給付引当金関係（決算整理資料）(令和1年度） 総務部人事企画課給与係 2019年度 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 福利厚生 退職手当 退職給付引当金関係（決算整理資料）(令和2年度） 総務部人事企画課給与係 2020年度 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 福利厚生 退職手当 退職金精算(文科省）(平成16年度） 総務部人事課給与係 2004年度 2005/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 福利厚生 退職手当 退職金精算(文科省）(平成17年度） 総務部人事課給与係 2005年度 2006/4/1 無期限 無期限 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 福利厚生 退職手当 退職金精算(文科省）(平成18年度） 総務部人事課給与係 2006年度 2007/4/1 無期限 無期限 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 福利厚生 退職手当 退職金精算(文科省）(平成19年度） 総務部人事課給与係 2007年度 2008/4/1 無期限 無期限 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 福利厚生 退職手当 退職金精算(文科省）(平成20年度） 総務部人事課給与係 2008年度 2009/4/1 無期限 無期限 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 福利厚生 退職手当 退職金精算(文科省）(平成21年度） 総務部人事課給与係 2009年度 2010/4/1 無期限 無期限 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 福利厚生 退職手当 退職金精算(文科省）(平成22年度） 総務部人事課給与係 2010年度 2011/4/1 無期限 無期限 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 福利厚生 退職手当 退職金精算(文科省）(平成23年度） 総務部人事課給与係 2011年度 2012/4/1 無期限 無期限 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 福利厚生 退職手当 退職金精算(文科省）(平成24年度） 総務部人事課給与係 2012年度 2013/4/1 無期限 無期限 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 福利厚生 退職手当 退職金精算(文科省）(平成25年度） 総務部人事課給与係 2013年度 2014/4/1 無期限 無期限 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 福利厚生 退職手当 退職金精算(文科省）(平成26年度） 総務部人事課給与係 2014年度 2015/4/1 無期限 無期限 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 福利厚生 退職手当 退職金精算(文科省）(平成27年度） 総務部人事課給与係 2015年度 2016/4/1 無期限 無期限 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 福利厚生 退職手当 退職金精算(文科省）(平成28年度） 総務部人事課給与係 2016年度 2017/4/1 無期限 無期限 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 福利厚生 退職手当 退職金精算(文科省）(平成29年度） 総務部人事課給与係 2017年度 2018/4/1 無期限 無期限 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 福利厚生 退職手当 退職金精算(文科省）(平成30年度） 総務部人事課給与係 2018年度 2019/4/1 無期限 無期限 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 福利厚生 退職手当 退職金精算(文科省）(令和1年度） 総務部人事企画課給与係 2019年度 2020/4/1 無期限 無期限 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 福利厚生 退職手当 退職金精算(文科省）(令和2年度） 総務部人事企画課給与係 2020年度 2021/4/1 無期限 無期限 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 福利厚生 退職手当 退職金対象者台帳(平成16年度 ～） 総務部人事課給与係 2004年度 2005/4/1 無期限 無期限 電子 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 福利厚生 退職手当 退職金対象者台帳(平成17年度） 総務部人事課給与係 2005年度 2006/4/1 無期限 無期限 電子 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 福利厚生 退職手当 退職金対象者台帳(平成18年度） 総務部人事課給与係 2006年度 2007/4/1 無期限 無期限 電子 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 福利厚生 退職手当 退職金対象者台帳(平成19年度） 総務部人事課給与係 2007年度 2008/4/1 無期限 無期限 電子 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 福利厚生 退職手当 退職金対象者台帳(平成20年度） 総務部人事課給与係 2008年度 2009/4/1 無期限 無期限 電子 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 福利厚生 退職手当 退職金対象者台帳(平成21年度） 総務部人事課給与係 2009年度 2010/4/1 無期限 無期限 電子 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 福利厚生 退職手当 退職金対象者台帳(平成22年度） 総務部人事課給与係 2010年度 2011/4/1 無期限 無期限 電子 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 福利厚生 退職手当 退職金対象者台帳(平成23年度） 総務部人事課給与係 2011年度 2012/4/1 無期限 無期限 電子 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 福利厚生 退職手当 退職金対象者台帳(平成24年度） 総務部人事課給与係 2012年度 2013/4/1 無期限 無期限 電子 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 福利厚生 退職手当 退職金対象者台帳(平成25年度） 総務部人事課給与係 2013年度 2014/4/1 無期限 無期限 電子 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 福利厚生 退職手当 退職金対象者台帳(平成26年度） 総務部人事課給与係 2014年度 2015/4/1 無期限 無期限 電子 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 福利厚生 退職手当 退職金対象者台帳(平成27年度） 総務部人事課給与係 2015年度 2016/4/1 無期限 無期限 電子 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 福利厚生 退職手当 退職金対象者台帳(平成28年度） 総務部人事課給与係 2016年度 2017/4/1 無期限 無期限 電子 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 福利厚生 退職手当 退職金対象者台帳(平成29年度） 総務部人事課給与係 2017年度 2018/4/1 無期限 無期限 電子 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 福利厚生 退職手当 退職金対象者台帳(平成30年度） 総務部人事課給与係 2018年度 2019/4/1 無期限 無期限 電子 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 福利厚生 退職手当 退職金対象者台帳(令和1年度） 総務部人事企画課給与係 2019年度 2020/4/1 無期限 無期限 電子 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 福利厚生 退職手当 退職金対象者台帳(令和2年度） 総務部人事企画課給与係 2020年度 2021/4/1 無期限 無期限 電子 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 福利厚生 退職手当 役員退職手当関係(平成20年度） 総務部人事課給与係 2008年度 2009/4/1 無期限 無期限 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 福利厚生 退職手当 役員退職手当関係(平成21年度） 総務部人事課給与係 2009年度 2010/4/1 無期限 無期限 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 福利厚生 退職手当 役員退職手当関係(平成22年度） 総務部人事課給与係 2010年度 2011/4/1 無期限 無期限 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 福利厚生 退職手当 役員退職手当関係(平成23年度） 総務部人事課給与係 2011年度 2012/4/1 無期限 無期限 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 福利厚生 退職手当 役員退職手当関係(平成24年度） 総務部人事課給与係 2012年度 2013/4/1 無期限 無期限 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
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庶務 福利厚生 退職手当 役員退職手当関係(平成25年度） 総務部人事課給与係 2013年度 2014/4/1 無期限 無期限 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 福利厚生 退職手当 役員退職手当関係(平成26年度） 総務部人事課給与係 2014年度 2015/4/1 無期限 無期限 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 福利厚生 退職手当 役員退職手当関係(平成27年度） 総務部人事課給与係 2015年度 2016/4/1 無期限 無期限 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 福利厚生 退職手当 役員退職手当関係(平成28年度） 総務部人事課給与係 2016年度 2017/4/1 無期限 無期限 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 福利厚生 退職手当 役員退職手当関係(平成29年度） 総務部人事課給与係 2017年度 2018/4/1 無期限 無期限 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 福利厚生 退職手当 役員退職手当関係(平成30年度） 総務部人事課給与係 2018年度 2019/4/1 無期限 無期限 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 福利厚生 退職手当 役員退職手当関係(令和元年度） 総務部人事企画課給与係 2019年度 2020/4/1 無期限 無期限 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 福利厚生 退職手当 役員退職手当関係(令和2年度） 総務部人事企画課給与係 2020年度 2021/4/1 無期限 無期限 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄

庶務 福利厚生 退職手当 退職手当支給関係(昭和47年度） 総務部人事課給与係 1972年度 1973/4/1 無期限 無期限 紙
教授職員会事務所横
倉庫

総務部人事企画課課長 廃棄

庶務 福利厚生 退職手当 退職手当支給関係(昭和48年度） 総務部人事課給与係 1973年度 1974/4/1 無期限 無期限 紙
教授職員会事務所横
倉庫

総務部人事企画課課長 廃棄

庶務 福利厚生 退職手当 退職手当支給関係(昭和49年度） 総務部人事課給与係 1974年度 1975/4/1 無期限 無期限 紙
教授職員会事務所横
倉庫

総務部人事企画課課長 廃棄

庶務 福利厚生 退職手当 退職手当支給関係(昭和50年度） 総務部人事課給与係 1975年度 1976/4/1 無期限 無期限 紙
教授職員会事務所横
倉庫

総務部人事企画課課長 廃棄

庶務 福利厚生 退職手当 退職手当支給関係(昭和51年度） 総務部人事課給与係 1976年度 1977/4/1 無期限 無期限 紙
教授職員会事務所横
倉庫

総務部人事企画課課長 廃棄

庶務 福利厚生 退職手当 退職手当支給関係(昭和52年度） 総務部人事課給与係 1977年度 1978/4/1 無期限 無期限 紙
教授職員会事務所横
倉庫

総務部人事企画課課長 廃棄

庶務 福利厚生 退職手当 退職手当支給関係(昭和53年度） 総務部人事課給与係 1978年度 1979/4/1 無期限 無期限 紙
教授職員会事務所横
倉庫

総務部人事企画課課長 廃棄

庶務 福利厚生 退職手当 退職手当支給関係(昭和54年度） 総務部人事課給与係 1979年度 1980/4/1 無期限 無期限 紙
教授職員会事務所横
倉庫

総務部人事企画課課長 廃棄

庶務 福利厚生 退職手当 退職手当支給関係(昭和55年度） 総務部人事課給与係 1980年度 1981/4/1 無期限 無期限 紙
教授職員会事務所横
倉庫

総務部人事企画課課長 廃棄

庶務 福利厚生 退職手当 退職手当支給関係(昭和56年度） 総務部人事課給与係 1981年度 1982/4/1 無期限 無期限 紙
教授職員会事務所横
倉庫

総務部人事企画課課長 廃棄

庶務 福利厚生 退職手当 退職手当支給関係(昭和57年度） 総務部人事課給与係 1982年度 1983/4/1 無期限 無期限 紙
教授職員会事務所横
倉庫

総務部人事企画課課長 廃棄

庶務 福利厚生 退職手当 退職手当支給関係(昭和58年度） 総務部人事課給与係 1983年度 1984/4/1 無期限 無期限 紙
教授職員会事務所横
倉庫

総務部人事企画課課長 廃棄

庶務 福利厚生 退職手当 退職手当支給関係(昭和59年度） 総務部人事課給与係 1984年度 1985/4/1 無期限 無期限 紙
教授職員会事務所横
倉庫

総務部人事企画課課長 廃棄

庶務 福利厚生 退職手当 退職手当支給関係(昭和60年度） 総務部人事課給与係 1985年度 1986/4/1 無期限 無期限 紙
教授職員会事務所横
倉庫

総務部人事企画課課長 廃棄

庶務 福利厚生 退職手当 退職手当支給関係(昭和61年度） 総務部人事課給与係 1986年度 1987/4/1 無期限 無期限 紙
教授職員会事務所横
倉庫

総務部人事企画課課長 廃棄

庶務 福利厚生 退職手当 退職手当支給関係(昭和62年度） 総務部人事課給与係 1987年度 1988/4/1 無期限 無期限 紙
教授職員会事務所横
倉庫

総務部人事企画課課長 廃棄

庶務 福利厚生 退職手当 退職手当支給関係(昭和63年度） 総務部人事課給与係 1988年度 1989/4/1 無期限 無期限 紙
教授職員会事務所横
倉庫

総務部人事企画課課長 廃棄

庶務 福利厚生 退職手当 退職手当支給関係(平成元年度） 総務部人事課給与係 1989年度 1990/4/1 無期限 無期限 紙
教授職員会事務所横
倉庫

総務部人事企画課課長 廃棄

庶務 福利厚生 退職手当 退職手当支給関係(平成2年度） 総務部人事課給与係 1990年度 1991/4/1 無期限 無期限 紙
教授職員会事務所横
倉庫

総務部人事企画課課長 廃棄

庶務 福利厚生 退職手当 退職手当支給関係(平成3年度） 総務部人事課給与係 1991年度 1992/4/1 無期限 無期限 紙
教授職員会事務所横
倉庫

総務部人事企画課課長 廃棄

庶務 福利厚生 退職手当 退職手当支給関係(平成4年度） 総務部人事課給与係 1992年度 1993/4/1 無期限 無期限 紙
教授職員会事務所横
倉庫

総務部人事企画課課長 廃棄

庶務 福利厚生 退職手当 退職手当支給関係(平成5年度） 総務部人事課給与係 1993年度 1994/4/1 無期限 無期限 紙
教授職員会事務所横
倉庫

総務部人事企画課課長 廃棄

庶務 福利厚生 退職手当 退職手当支給関係(平成6年度） 総務部人事課給与係 1994年度 1995/4/1 無期限 無期限 紙
教授職員会事務所横
倉庫

総務部人事企画課課長 廃棄

庶務 福利厚生 退職手当 退職手当支給関係(平成7年度） 総務部人事課給与係 1995年度 1996/4/1 無期限 無期限 紙
教授職員会事務所横
倉庫

総務部人事企画課課長 廃棄

庶務 福利厚生 退職手当 退職手当支給関係(平成8年度） 総務部人事課給与係 1996年度 1997/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄

庶務 福利厚生 退職手当 退職手当支給関係(平成9年度） 総務部人事課給与係 1997年度 1998/4/1 無期限 無期限 紙
教授職員会事務所横
倉庫

総務部人事企画課課長 廃棄

庶務 福利厚生 退職手当 退職手当支給関係(平成10年度） 総務部人事課給与係 1998年度 1999/4/1 無期限 無期限 紙
教授職員会事務所横
倉庫

総務部人事企画課課長 廃棄

庶務 福利厚生 退職手当 退職手当支給関係(平成11年度） 総務部人事課給与係 1999年度 2000/4/1 無期限 無期限 紙
教授職員会事務所横
倉庫

総務部人事企画課課長 廃棄

庶務 福利厚生 退職手当 退職手当支給関係(平成12年度） 総務部人事課給与係 2000年度 2001/4/1 無期限 無期限 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄

庶務 福利厚生 退職手当 退職手当支給関係(平成13年度） 総務部人事課給与係 2001年度 2002/4/1 無期限 無期限 紙
教授職員会事務所横
倉庫

総務部人事企画課課長 廃棄

庶務 福利厚生 退職手当 退職手当支給関係(平成14年度） 総務部人事課給与係 2002年度 2003/4/1 無期限 無期限 紙
教授職員会事務所横
倉庫

総務部人事企画課課長 廃棄

庶務 福利厚生 退職手当 退職手当(常勤）(平成15年度） 総務部人事課給与係 2003年度 2004/4/1 無期限 無期限 紙
教授職員会事務所横
倉庫

総務部人事企画課課長 廃棄

庶務 福利厚生 退職手当 退職手当(常勤）(平成16年度） 総務部人事課給与係 2004年度 2005/4/1 無期限 無期限 紙
教授職員会事務所横
倉庫

総務部人事企画課課長 廃棄

庶務 福利厚生 退職手当 退職手当(常勤）(平成17年度） 総務部人事課給与係 2005年度 2006/4/1 無期限 無期限 紙
教授職員会事務所横
倉庫

総務部人事企画課課長 廃棄

庶務 福利厚生 退職手当 退職手当(常勤）(平成18年度） 総務部人事課給与係 2006年度 2007/4/1 無期限 無期限 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 福利厚生 退職手当 退職手当(常勤）(平成19年度） 総務部人事課給与係 2007年度 2008/4/1 無期限 無期限 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 福利厚生 退職手当 退職手当(常勤）(平成20年度） 総務部人事課給与係 2008年度 2009/4/1 無期限 無期限 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 福利厚生 退職手当 退職手当(常勤）(平成21年度） 総務部人事課給与係 2009年度 2010/4/1 無期限 無期限 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 福利厚生 退職手当 退職手当(常勤）(平成22年度） 総務部人事課給与係 2010年度 2011/4/1 無期限 無期限 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 福利厚生 退職手当 退職手当(常勤）(平成23年度） 総務部人事課給与係 2011年度 2012/4/1 無期限 無期限 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 福利厚生 退職手当 退職手当(常勤）(平成24年度） 総務部人事課給与係 2012年度 2013/4/1 無期限 無期限 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 福利厚生 退職手当 退職手当(常勤）(平成25年度） 総務部人事課給与係 2013年度 2014/4/1 無期限 無期限 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 福利厚生 退職手当 退職手当(常勤）(平成26年度） 総務部人事課給与係 2014年度 2015/4/1 無期限 無期限 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
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庶務 福利厚生 退職手当 退職手当(常勤）(平成27年度） 総務部人事課給与係 2015年度 2016/4/1 無期限 無期限 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 福利厚生 退職手当 退職手当(常勤）(平成28年度） 総務部人事課給与係 2016年度 2017/4/1 無期限 無期限 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 福利厚生 退職手当 退職手当(常勤）(平成29年度） 総務部人事課給与係 2017年度 2018/4/1 無期限 無期限 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 福利厚生 退職手当 退職手当(常勤）(平成30年度） 総務部人事課給与係 2018年度 2019/4/1 無期限 無期限 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 福利厚生 退職手当 退職手当(常勤）(令和1年度） 総務部人事企画課給与係 2019年度 2020/4/1 無期限 無期限 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 福利厚生 退職手当 退職手当(常勤）(令和2年度） 総務部人事企画課給与係 2020年度 2021/4/1 無期限 無期限 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄

庶務 福利厚生 退職手当 退職手当(非常勤）(平成15年度） 総務部人事課給与係 2003年度 2004/4/1 無期限 無期限 紙
教授職員会事務所横
倉庫

総務部人事企画課課長 廃棄

庶務 福利厚生 退職手当 退職手当(非常勤）(平成16年度） 総務部人事課給与係 2004年度 2005/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 福利厚生 退職手当 退職手当(非常勤）(平成17年度） 総務部人事課給与係 2005年度 2006/4/1 無期限 無期限 紙 総務部倉庫 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 福利厚生 退職手当 退職手当(非常勤）(平成18年度） 総務部人事課給与係 2006年度 2007/4/1 無期限 無期限 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 福利厚生 退職手当 年度一時金(非常勤）(平成19年度） 総務部人事課給与係 2007年度 2008/4/1 無期限 無期限 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 福利厚生 退職手当 年度一時金(非常勤）(平成20年度） 総務部人事課給与係 2008年度 2009/4/1 無期限 無期限 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 福利厚生 退職手当 年度一時金(非常勤）(平成21年度） 総務部人事課給与係 2009年度 2010/4/1 無期限 無期限 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 福利厚生 退職手当 年度一時金(非常勤）(平成22年度） 総務部人事課給与係 2010年度 2011/4/1 無期限 無期限 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 福利厚生 退職手当 年度一時金(非常勤）(平成23年度） 総務部人事課給与係 2011年度 2012/4/1 無期限 無期限 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 福利厚生 退職手当 年度一時金(非常勤）(平成24年度） 総務部人事課給与係 2012年度 2013/4/1 無期限 無期限 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 福利厚生 退職手当 年度一時金(非常勤）(平成25年度） 総務部人事課給与係 2013年度 2014/4/1 無期限 無期限 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 福利厚生 退職手当 年度一時金(非常勤）(平成26年度） 総務部人事課給与係 2014年度 2015/4/1 無期限 無期限 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 福利厚生 退職手当 年度一時金(非常勤）(平成27年度） 総務部人事課給与係 2015年度 2016/4/1 無期限 無期限 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 福利厚生 退職手当 年度一時金(非常勤）(平成28年度） 総務部人事課給与係 2016年度 2017/4/1 無期限 無期限 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 福利厚生 退職手当 年度一時金(非常勤）(平成29年度） 総務部人事課給与係 2017年度 2018/4/1 無期限 無期限 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 福利厚生 退職手当 年度一時金(非常勤）(平成30年度） 総務部人事課給与係 2018年度 2019/4/1 無期限 無期限 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 福利厚生 退職手当 年度一時金(非常勤）(令和元年度） 総務部人事企画課給与係 2019年度 2020/4/1 無期限 無期限 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 福利厚生 退職手当 年度一時金(非常勤）(令和2年度） 総務部人事企画課給与係 2020年度 2021/4/1 無期限 無期限 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 福利厚生 退職手当 退職手当関係調査等（概算要求関係）(平成23年度） 総務部人事課給与係 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 福利厚生 退職手当 退職手当関係調査等（概算要求関係）(平成24年度） 総務部人事課給与係 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 福利厚生 退職手当 退職手当関係調査等（概算要求関係）(平成25年度） 総務部人事課給与係 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 福利厚生 退職手当 退職手当関係調査等（概算要求関係）(平成26年度） 総務部人事課給与係 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 福利厚生 退職手当 退職手当関係調査等（概算要求関係）(平成27年度） 総務部人事課給与係 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 福利厚生 退職手当 退職手当関係調査等（概算要求関係）(平成28年度） 総務部人事課給与係 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 福利厚生 退職手当 退職手当関係調査等（概算要求関係）(平成29年度） 総務部人事課給与係 2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 福利厚生 退職手当 退職手当関係調査等（概算要求関係）(平成30年度） 総務部人事課給与係 2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 福利厚生 退職手当 退職手当関係調査等（概算要求関係）(令和元年度） 総務部人事企画課給与係 2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 福利厚生 退職手当 退職手当関係調査等（概算要求関係）(令和2年度） 総務部人事企画課給与係 2020年度 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 福利厚生 退職手当 退職手当支給照会等(平成13年） 総務部人事課給与係 2001年度 2002/4/1 無期限 無期限 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 福利厚生 退職手当 退職手当支給照会等(平成14年） 総務部人事課給与係 2002年度 2003/4/1 無期限 無期限 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 福利厚生 退職手当 退職手当支給照会等(平成15年） 総務部人事課給与係 2003年度 2004/4/1 無期限 無期限 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 福利厚生 退職手当 退職手当支給照会等(平成16年） 総務部人事課給与係 2004年度 2005/4/1 無期限 無期限 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 福利厚生 退職手当 退職手当支給照会等(平成17年） 総務部人事課給与係 2005年度 2006/4/1 無期限 無期限 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 福利厚生 退職手当 退職手当支給照会等(平成18年） 総務部人事課給与係 2006年度 2007/4/1 無期限 無期限 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 福利厚生 退職手当 退職手当支給照会等(平成19年） 総務部人事課給与係 2007年度 2008/4/1 無期限 無期限 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 福利厚生 退職手当 退職手当支給照会等(平成20年度） 総務部人事課給与係 2008年度 2009/4/1 無期限 無期限 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 福利厚生 退職手当 退職手当支給照会等(平成21年） 総務部人事課給与係 2009年度 2010/4/1 無期限 無期限 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 福利厚生 退職手当 退職手当支給照会等(平成22年） 総務部人事課給与係 2010年度 2011/4/1 無期限 無期限 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 福利厚生 退職手当 退職手当支給照会等(平成23年） 総務部人事課給与係 2011年度 2012/4/1 無期限 無期限 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 福利厚生 退職手当 退職手当支給照会等(平成24年） 総務部人事課給与係 2012年度 2013/4/1 無期限 無期限 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 福利厚生 退職手当 退職手当支給照会等(平成25年度） 総務部人事課給与係 2013年度 2014/4/1 無期限 無期限 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 福利厚生 退職手当 退職手当支給照会等(平成26年） 総務部人事課給与係 2014年度 2015/4/1 無期限 無期限 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 福利厚生 退職手当 退職手当支給照会等(平成27年度） 総務部人事課給与係 2015年度 2016/4/1 無期限 無期限 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 福利厚生 退職手当 退職手当支給照会等(平成28年） 総務部人事課給与係 2016年度 2017/4/1 無期限 無期限 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 福利厚生 退職手当 退職手当支給照会等(平成29年度） 総務部人事課給与係 2017年度 2018/4/1 無期限 無期限 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 福利厚生 退職手当 退職手当支給照会等(平成30年度） 総務部人事課給与係 2018年度 2019/4/1 無期限 無期限 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 福利厚生 退職手当 退職手当支給照会等(令和元年度） 総務部人事企画課給与係 2019年度 2020/4/1 無期限 無期限 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 福利厚生 退職手当 退職手当支給照会等(令和2年度） 総務部人事企画課給与係 2020年度 2021/4/1 無期限 無期限 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 法規 規則 給与・退職手当関係規程等の制定・改正（平成25年度） 総務部人事課給与係 2013年度 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 法規 規則 給与・退職手当関係規程等の制定・改正（平成26年度） 総務部人事課給与係 2014年度 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 法規 規則 給与・退職手当関係規程等の制定・改正（平成27年度） 総務部人事課給与係 2015年度 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 法規 規則 給与・退職手当関係規程等の制定・改正（平成28年度） 総務部人事課給与係 2016年度 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 法規 規則 給与・退職手当関係規程等の制定・改正（平成29年度） 総務部人事課給与係 2017年度 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 法規 規則 給与・退職手当関係規程等の制定・改正（平成30年度） 総務部人事課給与係 2018年度 2019/4/1 30年 2049/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 法規 規則 給与・退職手当関係規程等の制定・改正（令和元年度） 総務部人事企画課給与係 2019年度 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄
庶務 法規 規則 給与・退職手当関係規程等の制定・改正（令和2年度） 総務部人事企画課給与係 2020年度 2021/4/1 30年 2051/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 廃棄

庶務 法規 規則 給与規程等の制定・改正（新型コロナウイルス感染症対応関係）（令和2年度） 総務部人事企画課給与係 2020年度 2021/4/1 30年 2051/3/31 紙 人事企画課事務室 総務部人事企画課課長 移管
新型コロナウイルス感
染症対応関係

庶務 会議 学内会議・委員会 執行委員会（平成27年度） 総務部人事課職員係 2015年度 2016/4/1 無期限 無期限 紙
ハラスメント相談支援
センター

総務部職員課課長 廃棄

庶務 会議 学内会議・委員会 執行委員会（平成28年度） 総務部人事課職員係 2016年度 2017/4/1 無期限 無期限 紙
ハラスメント相談支援
センター

総務部職員課課長 廃棄

庶務 会議 学内会議・委員会 執行委員会（平成29年度） 総務部人事課職員係 2017年度 2018/4/1 無期限 無期限 紙
ハラスメント相談支援
センター

総務部職員課課長 廃棄

庶務 会議 学内会議・委員会 執行委員会（平成30年度） 総務部人事課職員係 2018年度 2019/4/1 無期限 無期限 紙
ハラスメント相談支援
センター

総務部職員課課長 廃棄

庶務 会議 学内会議・委員会 執行委員会（令和元年度） 総務部職員課職員係 2019年度 2020/4/1 無期限 無期限 紙
ハラスメント相談支援
センター

総務部職員課課長 廃棄

庶務 会議 学内会議・委員会 執行委員会（令和2年度） 総務部職員課職員係 2020年度 2021/4/1 無期限 無期限 紙
ハラスメント相談支援
センター

総務部職員課課長 廃棄

庶務 会議 学内会議・委員会 ハラスメント相談支援センター会議（平成27年度） 総務部人事課職員係 2015年度 2016/4/1 無期限 無期限 紙
ハラスメント相談支援
センター

総務部職員課課長 廃棄

庶務 会議 学内会議・委員会 ハラスメント相談支援センター会議（平成28年度） 総務部人事課職員係 2016年度 2017/4/1 無期限 無期限 紙
ハラスメント相談支援
センター

総務部職員課課長 廃棄

庶務 会議 学内会議・委員会 ハラスメント相談支援センター会議（平成29年度） 総務部人事課職員係 2017年度 2018/4/1 無期限 無期限 紙
ハラスメント相談支援
センター

総務部職員課課長 廃棄
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庶務 会議 学内会議・委員会 ハラスメント相談支援センター会議（平成30年度） 総務部人事課職員係 2018年度 2019/4/1 無期限 無期限 紙
ハラスメント相談支援
センター

総務部職員課課長 廃棄

庶務 会議 学内会議・委員会 ハラスメント相談支援センター会議（令和元年度） 総務部職員課職員係 2019年度 2020/4/1 無期限 無期限 紙
ハラスメント相談支援
センター

総務部職員課課長 廃棄

庶務 会議 学内会議・委員会 ハラスメント相談支援センター会議（令和2年度） 総務部職員課職員係 2020年度 2021/4/1 無期限 無期限 紙
ハラスメント相談支援
センター

総務部職員課課長 廃棄

庶務 福利厚生 健康管理 再発防止プログラム(平成29年7月～令和元年12月) 総務部人事課職員係 2017年度 2020/4/1 無期限 無期限 紙
ハラスメント相談支援
センター

総務部職員課課長 廃棄

庶務 福利厚生 健康管理 再発防止プログラム(令和2年度) 総務部人事課職員係 2020年度 2021/4/1 無期限 無期限 紙
ハラスメント相談支援
センター

総務部職員課課長 廃棄

庶務 福利厚生 健康管理 相談記録（平成27年度） 総務部人事課職員係 2015年度 2016/4/1 無期限 無期限 紙
ハラスメント相談支援
センター

総務部職員課課長 廃棄

庶務 福利厚生 健康管理 相談記録（平成28年度） 総務部人事課職員係 2016年度 2017/4/1 無期限 無期限 紙
ハラスメント相談支援
センター

総務部職員課課長 廃棄

庶務 福利厚生 健康管理 相談記録（平成29年度） 総務部人事課職員係 2017年度 2018/4/1 無期限 無期限 紙
ハラスメント相談支援
センター

総務部職員課課長 廃棄

庶務 福利厚生 健康管理 相談記録（平成30年度） 総務部人事課職員係 2018年度 2019/4/1 無期限 無期限 紙
ハラスメント相談支援
センター

総務部職員課課長 廃棄

庶務 福利厚生 健康管理 相談記録（令和元年度） 総務部職員課職員係 2019年度 2020/4/1 無期限 無期限 紙
ハラスメント相談支援
センター

総務部職員課課長 廃棄

庶務 福利厚生 健康管理 相談記録（令和2年度） 総務部職員課職員係 2020年度 2021/4/1 無期限 無期限 紙
ハラスメント相談支援
センター

総務部職員課課長 廃棄

庶務 会議 総括 アカハラ関係(農学部）(平成19年度） 総務部人事課課長代理(服務） 2007年度 2008/4/1 15年 2023/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄

当初の保存期間満了
日：2018/3/31
延長期間：5年
延長理由：ハラスメント
対応業務に必要とする

庶務 会議 総括 パワハラ関係(中学校）(平成19年度） 総務部人事課課長代理(服務） 2007年度 2008/4/1 15年 2023/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄

当初の保存期間満了
日：2018/3/31
延長期間：5年
延長理由：ハラスメント
対応業務に必要とする

庶務 会議 総括 セクハラ関係(教育学部）(平成21年度） 総務部人事課課長代理(服務） 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 会議 総括 パワハラ関係(医療情報部）(平成21年度） 総務部人事課課長代理(服務） 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 会議 総括 ハラスメント調査委員会(医療情報部）(平成23年度） 総務部人事課課長代理(服務） 2011年度 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 会議 総括 ハラスメント調査委員会(薬剤部）(平成23年度） 総務部人事課課長代理(服務） 2011年度 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 会議 総括 ハラスメント調査委員会(熱生研）(平成24年度）(平成25年度） 総務部人事課課長代理(労務） 2012年度 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 会議 総括 ハラスメント調査委員会(農学部）(平成25年度） 総務部人事課課長代理(労務） 2013年度 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 会議 総括 ハラスメント調査委員会(教育学部）(平成26年度） 総務部人事課課長代理(労務） 2014年度 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄 分割2
庶務 会議 総括 ハラスメント調査委員会(検査部）(平成26年度） 総務部人事課課長代理(労務） 2014年度 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 会議 学内会議・委員会 ハラスメント調査委員会（平成27年度第1号）(平成27年度） 総務部職員課課長代理(労務） 2015年度 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 会議 学内会議・委員会 ハラスメント調査委員会（平成27年度第2号）(平成27年度） 総務部職員課課長代理(労務） 2015年度 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 会議 学内会議・委員会 ハラスメント調査委員会（平成27年度第4号）(平成27年度） 総務部職員課課長代理(労務） 2015年度 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 会議 学内会議・委員会 ハラスメント調査委員会（平成27年度第5号）(平成27年度） 総務部職員課課長代理(労務） 2015年度 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 会議 学内会議・委員会 ハラスメント調査委員会（平成28年度第1号）(平成28年度） 総務部職員課課長代理(労務） 2016年度 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 会議 学内会議・委員会 ハラスメント調査委員会（平成28年度第2号）(平成28年度） 総務部職員課課長代理(労務） 2016年度 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 会議 学内会議・委員会 ハラスメント調査委員会（平成28年度第3号）(平成28年度） 総務部職員課課長代理(労務） 2016年度 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 会議 学内会議・委員会 ハラスメント調査委員会（平成29年度第1号）(平成29年度） 総務部職員課課長代理(労務） 2017年度 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 会議 学内会議・委員会 ハラスメント調査委員会（平成29年度第2号）(平成29年度） 総務部職員課課長代理(労務） 2017年度 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 会議 学内会議・委員会 ハラスメント調査委員会（平成30年度第1号）(平成30年度） 総務部職員課課長代理(労務） 2018年度 2019/4/1 30年 2049/3/31 紙 総務部倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 会議 学内会議・委員会 ハラスメント調査委員会（平成30年度第2号）(平成30年度） 総務部職員課専門職員(労務） 2018年度 2019/4/1 30年 2049/3/31 紙 総務部倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 会議 学内会議・委員会 ハラスメント調査委員会（平成29年度第3号）(平成29年度） 総務部職員課課長代理(労務） 2017年度 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 会議 学内会議・委員会 ハラスメント調査委員会（令和元年度1号）(令和元年度） 総務部職員課専門職員(労務） 2019年度 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 会議 学内会議・委員会 ハラスメント調査委員会（平成30年度第3号）(平成30年度） 総務部職員課専門職員(労務） 2018年度 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 総務部倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 会議 学内会議・委員会 ハラスメント調査委員会（令和元年度2号）(令和元年度） 総務部職員課専門職員(労務） 2019年度 2021/4/1 30年 2051/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 会議 学内会議・委員会 ハラスメント調査委員会（令和元年度3号）(令和元年度） 総務部職員課専門職員(労務） 2019年度 未完 30年 未完 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 会議 学内会議・委員会 ハラスメント調査委員会（令和元年度4号）(令和元年度） 総務部職員課専門職員(労務） 2019年度 未完 30年 未完 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 会議 学内会議・委員会 ハラスメント調査委員会（令和2年度1号）(令和2年度） 総務部職員課専門職員(労務） 2020年度 2021/4/1 30年 2051/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 会議 学内会議・委員会 ハラスメント調査委員会（令和2年度2号）(令和2年度） 総務部職員課専門職員(労務） 2020年度 2021/4/1 30年 2051/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 会議 学内会議・委員会 セクハラ相談室(平成16年度） 総務部人事課課長代理(服務） 2004年度 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 会議 学内会議・委員会 セクシャルハラスメント防止委員会(平成18年） 総務部人事課課長代理(服務） 2006年度 2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 会議 学内会議・委員会 ハラスメント防止対策委員会(平成23年度） 総務部人事課課長代理(服務） 2011年度 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 会議 学内会議・委員会 ハラスメント防止対策委員会(平成24年度） 総務部人事課課長代理(労務） 2012年度 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 会議 学内会議・委員会 ハラスメント防止対策委員会(平成25年度） 総務部人事課課長代理(労務） 2013年度 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 会議 学内会議・委員会 ハラスメント防止対策委員会(平成26年度） 総務部人事課課長代理(労務） 2014年度 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 会議 学内会議・委員会 ハラスメント防止対策委員会(平成27年度） 総務部人事課課長代理(労務） 2015年度 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 会議 学内会議・委員会 ハラスメント防止対策委員会(平成28年度） 総務部人事課課長代理(労務） 2016年度 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 会議 学内会議・委員会 ハラスメント防止対策委員会(平成29年度） 総務部人事課課長代理(労務） 2017年度 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 会議 学内会議・委員会 ハラスメント防止対策委員会(平成30年度） 総務部人事課課長代理(労務） 2018年度 2019/4/1 30年 2049/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 会議 学内会議・委員会 ハラスメント防止対策委員会(令和元年度） 総務部職員課専門職員(労務） 2019年度 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 会議 学内会議・委員会 ハラスメント防止対策委員会(令和2年度） 総務部職員課専門職員(労務） 2020年度 2021/4/1 30年 2051/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 会議 学内会議・委員会 ハラスメント常任委員会(平成26年度） 総務部人事課課長代理(労務） 2014年度 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 会議 学内会議・委員会 ハラスメント事案対応専門委員会(平成27年度） 総務部人事課課長代理(労務） 2015年度 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 会議 学内会議・委員会 ハラスメント事案対応専門委員会(平成28年度） 総務部人事課課長代理(労務） 2016年度 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 会議 学内会議・委員会 ハラスメント事案対応専門委員会(平成29年度） 総務部人事課課長代理(労務） 2017年度 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 会議 学内会議・委員会 ハラスメント事案対応専門委員会(平成30年度） 総務部人事課課長代理(労務） 2018年度 2019/4/1 30年 2049/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 会議 学内会議・委員会 ハラスメント事案対応専門委員会(令和元年度） 総務部職員課専門職員(労務） 2019年度 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 会議 学内会議・委員会 ハラスメント事案対応専門委員会(令和2年度） 総務部職員課専門職員(労務） 2020年度 2021/4/1 30年 2051/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 会議 学内会議・委員会 セクハラ防止委員会セクハラ相談室会議(平成18年） 総務部人事課課長代理(服務） 2006年度 2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 会議 学内会議・委員会 セクハラ防止委員会セクハラ相談室会議(平成19年） 総務部人事課課長代理(服務） 2007年度 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 会議 学内会議・委員会 セクハラ防止委員会セクハラ相談室会議(平成20年） 総務部人事課課長代理(服務） 2008年度 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 会議 学内会議・委員会 セクハラ調査委員会(法文学部教員問題）(平成20年） 総務部人事課課長代理(服務） 2008年度 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 服務 懲戒 薬剤部教員によるハラスメントに関する調査委員会（平成24年度） 総務部人事課課長代理(服務） 2012年度 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
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庶務 服務 懲戒 薬剤部教員によるハラスメントに関する審査説明書作成委員会（平成24年度） 総務部人事課課長代理(服務） 2012年度 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 服務 懲戒 「薬剤部教員によるハラスメントに関する審査説明書作成委員会」綴り 総務部人事課課長代理(服務） 2012年度 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄

庶務 文書 総括 勤務評定(平成24年度） 総務部人事課課長代理(服務） 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄

当初の保存期間満了日：
2018/3/31
延長期間：5年
延長理由：教職員の勤務評
定業務に必要とするため

庶務 文書 総括 勤務評定調書(平成25年度） 総務部人事課課長代理(服務） 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄

当初の保存期間満了日：
2019/3/31
延長期間：5年
延長理由：教職員の勤務評
定業務に必要とするため

庶務 文書 総括 勤務評定調書(平成26年度） 総務部人事課課長代理(服務） 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 文書 総括 勤務評定調書(平成27年度） 総務部人事課課長代理(服務） 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 会議 総括 個人情報保護・情報公開関係・公益通報者保護法関係(平成17年度） 総務部人事課課長代理(服務） 2005年度 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 服務 懲戒 理学部教授の不祥事事件(平成16年度） 総務部人事課課長代理(服務） 2004年度 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 服務 懲戒 工学部教員による金銭徴収問題(平成17年度） 総務部人事課課長代理(服務） 2005年度 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 服務 懲戒 懲戒関係(平成9年度～平成13年度） 総務部人事課課長代理(服務） 1997年度 2002/4/1 30年 2032/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 服務 懲戒 懲戒関係(平成14年度） 総務部人事課課長代理(服務） 2002年度 2003/4/1 30年 2033/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 服務 懲戒 懲戒関係(平成15年度） 総務部人事課課長代理(服務） 2003年度 2004/4/1 30年 2034/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 服務 懲戒 懲戒関係(平成18年度～） 総務部人事課課長代理(服務） 2006年度 未完 30年 未完 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 服務 懲戒 懲戒関係(平成25年度） 総務部人事課課長代理(服務） 2013年度 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 服務 懲戒 懲戒関係(平成26年度） 総務部人事課課長代理(服務） 2014年度 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 服務 懲戒 懲戒関係(平成27年度） 総務部人事課課長代理(服務） 2015年度 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 服務 懲戒 懲戒関係(平成28年度） 総務部人事課課長代理(服務） 2016年度 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 服務 懲戒 懲戒関係(平成29年度） 総務部人事課課長代理(服務） 2017年度 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 服務 懲戒 懲戒関係(平成30年度） 総務部人事課課長代理(服務） 2018年度 2019/4/1 30年 2049/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 服務 懲戒 医学部教員による暴力行為関係(平成18年度） 総務部人事課課長代理(服務） 2006年度 2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 服務 懲戒 医学部教員による酒気帯び運転関係(平成18年度） 総務部人事課課長代理(服務） 2006年度 2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 服務 懲戒 工学部教員の非違行為に関する関係(平成20年度～） 総務部人事課課長代理(服務） 2008年度 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄 分割2
庶務 服務 懲戒 医学部教員による論文偽造に関する調査・審査説明書作成委員会(22年度） 総務部人事課課長代理(服務） 2010年度 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 服務 懲戒 医学部教員による論文偽造に対する懲戒処分関係綴り(平成22年度） 総務部人事課課長代理(服務） 2010年度 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 服務 懲戒 会計職員等による詐欺事件に係る資料及び退職手当返還請求関係(平成22年度） 総務部人事課課長代理(服務） 2010年度 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 服務 懲戒 看護職員による酒気帯び運転に対する懲戒処分関係綴り(平成22年度） 総務部人事課課長代理(服務） 2010年度 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 服務 懲戒 熱生研におけるハラスメントに関する調査委員会・審査説明書作成委員会（平成26年度） 総務部人事課課長代理(服務） 2014年度 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 総括 その他 労働委員会関係（平成24年度） 総務部人事課課長代理(労務） 2012年度 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 服務 懲戒 医学部教員による論文偽造に関する調査及び審査説明書作成委員会 総務部人事課課長代理(服務） 2010年度 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 服務 懲戒 大学院医学研究科准教授、助教に係る処分関係 総務部人事課課長代理(服務） 2011年度 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 服務 懲戒 法文学部教員による不祥事に関係する資料綴り 総務部人事課課長代理(服務） 2011年度 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 服務 懲戒 医員による酒気帯び運転の懲戒処分 総務部人事課課長代理(服務） 2011年度 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 服務 懲戒 懲戒委員会（平成29年度） 総務部人事課課長代理(服務） 2017年度 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 服務 懲戒 懲戒委員会（平成30年度） 総務部人事課課長代理(服務） 2018年度 2019/4/1 30年 2049/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 服務 懲戒 懲戒委員会（令和元年度） 総務部職員課課長代理 2019年度 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 服務 懲戒 懲戒委員会（令和2年度） 総務部職員課課長代理 2020年度 2021/4/1 30年 2051/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 服務 懲戒 懲戒調査委員会①（平成29年度） 総務部人事課課長代理(服務） 2017年度 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 服務 懲戒 懲戒調査委員会②（平成29年度） 総務部人事課課長代理(服務） 2017年度 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 服務 懲戒 懲戒調査委員会①（平成30年度） 総務部人事課課長代理(服務） 2018年度 2019/4/1 30年 2049/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 服務 懲戒 懲戒調査委員会②（平成30年度～令和元年度）（H30-101事案） 総務部職員課課長代理 2019年度 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 服務 懲戒 懲戒調査委員会（令和2年度）（R1-1事案・教員懲戒関係） 総務部職員課専門職員(労務） 2020年度 2021/4/1 30年 2051/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 服務 懲戒 懲戒調査委員会（令和2年度）（R1-2事案・職員懲戒関係） 総務部職員課課長代理 2020年度 2021/4/1 30年 2051/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 服務 懲戒 訓告等処分（平成25年度） 総務部人事課課長代理(服務） 2013年度 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 服務 懲戒 訓告等処分（平成26年度） 総務部人事課課長代理(服務） 2014年度 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 服務 懲戒 訓告等処分（平成27年度） 総務部人事課課長代理(服務） 2015年度 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 服務 懲戒 訓告等処分（平成28年度） 総務部人事課課長代理(服務） 2016年度 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 服務 懲戒 訓告等処分（平成29年度） 総務部人事課課長代理(服務） 2017年度 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 服務 懲戒 訓告等処分（平成30年度） 総務部人事課課長代理(服務） 2018年度 2019/4/1 30年 2049/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 服務 懲戒 訓告等処分（令和元年度） 総務部職員課課長代理 2019年度 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 服務 懲戒 訓告等処分（令和2年度） 総務部職員課課長代理 2020年度 2021/4/1 30年 2051/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 服務 懲戒 懲戒処分関係の照会（平成26年度） 総務部人事課課長代理(服務） 2014年度 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 服務 懲戒 懲戒処分関係の照会（平成27年度） 総務部人事課課長代理(服務） 2015年度 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 服務 懲戒 懲戒処分関係の照会（平成28年度） 総務部人事課課長代理(服務） 2016年度 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 服務 懲戒 懲戒処分関係の照会（平成29年度） 総務部人事課課長代理(服務） 2017年度 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 服務 懲戒 懲戒処分関係の照会（平成30年度） 総務部人事課課長代理(服務） 2018年度 2019/4/1 30年 2049/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 服務 懲戒 懲戒処分関係の照会（令和元年度） 総務部職員課課長代理 2019年度 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 服務 懲戒 懲戒処分関係の照会（令和2年度） 総務部職員課課長代理 2020年度 2021/4/1 30年 2051/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 服務 懲戒 懲戒処分事例（平成25年度） 総務部人事課課長代理(服務） 2013年度 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 服務 懲戒 懲戒処分事例（平成26年度） 総務部人事課課長代理(服務） 2014年度 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 服務 懲戒 懲戒処分事例（平成27年度） 総務部人事課課長代理(服務） 2015年度 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 服務 懲戒 懲戒処分事例（平成28年度） 総務部人事課課長代理(服務） 2016年度 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 服務 懲戒 懲戒処分事例（平成29年度） 総務部人事課課長代理(服務） 2017年度 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 服務 懲戒 懲戒処分事例（平成30年度） 総務部人事課課長代理(服務） 2018年度 2019/4/1 30年 2049/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 服務 懲戒 懲戒処分事例（令和元年度） 総務部職員課課長代理 2019年度 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 服務 懲戒 懲戒処分事例（令和2年度） 総務部職員課課長代理 2020年度 2021/4/1 30年 2051/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 調査 その他 三者労働組合関係(平成26年度） 総務部人事課課長代理(服務） 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 調査 その他 三者労働組合関係(平成27年度） 総務部人事課課長代理(服務） 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄 分割2
庶務 調査 その他 三者労働組合関係(平成28年度） 総務部人事課課長代理(服務） 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄 分割2
庶務 調査 その他 三者労働組合関係(平成29年度） 総務部人事課課長代理(服務） 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄 分割2
庶務 調査 その他 三者労働組合関係(平成30年度） 総務部人事課課長代理(服務） 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 調査 その他 三者労働組合関係(令和元年度） 総務部職員課課長代理 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 調査 その他 三者労働組合関係(令和２年度） 総務部職員課課長代理 2020年度 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 調査 その他 過半数代表者選出等の資料綴り(平成27年度） 総務部人事課課長代理(服務） 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 調査 その他 過半数代表者選出等の資料綴り(平成28年度） 総務部人事課課長代理(服務） 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 調査 その他 過半数代表者選出等の資料綴り(平成29年度） 総務部人事課課長代理(服務） 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 調査 その他 過半数代表者選出等の資料綴り(平成30年度） 総務部人事課課長代理(服務） 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 調査 その他 過半数代表者選出等の資料綴り(令和元年度） 総務部職員課課長代理 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
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庶務 文書 その他 長期病休報告書(平成26年） 総務部人事課職員係 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 文書 その他 長期療養報告書(平成27年） 総務部人事課職員係 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 文書 その他 長期療養報告書(平成28年） 総務部人事課職員係 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 文書 その他 長期療養報告書(平成29年） 総務部人事課職員係 2017年度 2018/4/1 7年 2025/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 文書 その他 長期療養報告書(平成30年） 総務部人事課職員係 2018年度 2019/4/1 7年 2026/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 文書 その他 長期療養報告書（令和1年度） 総務部職員課職員係 2019年度 2020/4/1 7年 2027/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 文書 その他 長期療養報告書（令和2年度） 総務部職員課職員係 2020年度 2021/4/1 7年 2028/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄

庶務 服務 兼業 兼業・派遣(学長・理事）(平成20年～21年） 総務部人事課任用係 2008年度 2010/4/1 15年 2025/3/31 紙
教授職員会事務所横
倉庫

総務部職員課課長 廃棄

庶務 服務 兼業 兼業・派遣(学長・理事）(平成22年度） 総務部人事課任用係 2010年度 2011/4/1 15年 2026/3/31 紙
教授職員会事務所横
倉庫

総務部職員課課長 廃棄

庶務 服務 兼業 兼業・派遣(学長・理事）(平成23年度） 総務部人事課任用係 2011年度 2012/4/1 15年 2027/3/31 紙
教授職員会事務所横
倉庫

総務部職員課課長 廃棄

庶務 服務 兼業 兼業・派遣(学長・理事）(平成24年度） 総務部人事課任用係 2012年度 2013/4/1 15年 2028/3/31 紙
教授職員会事務所横
倉庫

総務部職員課課長 廃棄

庶務 服務 兼業 兼業・派遣(学長・理事）(平成25年度） 総務部人事課任用係 2013年度 2014/4/1 15年 2029/3/31 紙
教授職員会事務所横
倉庫

総務部職員課課長 廃棄

庶務 服務 兼業 兼業・派遣(学長・理事）(平成26年度） 総務部人事課任用係 2014年度 2015/4/1 15年 2030/3/31 紙
教授職員会事務所横
倉庫

総務部職員課課長 廃棄

庶務 服務 兼業 兼業・派遣(学長・理事）(平成27年度） 総務部人事課任用係 2015年度 2016/4/1 15年 2031/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 服務 兼業 兼業・派遣(学長・理事）(平成28年度） 総務部人事課任用係 2016年度 2017/4/1 15年 2032/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 服務 兼業 兼業・派遣(学長・理事）(平成29年度） 総務部人事課任用係 2017年度 2018/4/1 15年 2033/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 服務 兼業 兼業・派遣(学長・理事）(平成30年度） 総務部人事課職員係 2018年度 2019/4/1 15年 2034/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 服務 兼業 兼業・派遣(学長・理事）(令和1年度） 総務部職員課職員係 2019年度 2020/4/1 15年 2035/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 服務 兼業 兼業・派遣(学長・理事）(令和2年度） 総務部職員課職員係 2020年度 2021/4/1 15年 2036/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄

庶務 服務 兼業 兼業(平成22年度） 総務部人事課任用係 2010年度 2011/4/1 15年 2026/3/31 紙
教授職員会事務所横
倉庫

総務部職員課課長 廃棄

庶務 服務 兼業 兼業(平成23年度） 総務部人事課任用係 2011年度 2012/4/1 15年 2027/3/31 紙
教授職員会事務所横
倉庫

総務部職員課課長 廃棄

庶務 服務 兼業 兼業(平成24年度） 総務部人事課任用係 2012年度 2013/4/1 15年 2028/3/31 紙
教授職員会事務所横
倉庫

総務部職員課課長 廃棄

庶務 服務 兼業 兼業(平成25年度） 総務部人事課任用係 2013年度 2014/4/1 15年 2029/3/31 紙
教授職員会事務所横
倉庫

総務部職員課課長 廃棄

庶務 服務 兼業 兼業(平成26年度） 総務部人事課任用係 2014年度 2015/4/1 15年 2030/3/31 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 服務 兼業 兼業(平成27年度） 総務部人事課任用係 2015年度 2016/4/1 15年 2031/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 服務 兼業 兼業(平成28年度） 総務部人事課任用係 2016年度 2017/4/1 15年 2032/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 服務 兼業 兼業(平成29年度） 総務部人事課任用係 2017年度 2018/4/1 15年 2033/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 服務 兼業 兼業(平成30年度） 総務部人事課職員係 2018年度 2019/4/1 15年 2034/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 服務 兼業 兼業(令和1年度） 総務部職員課職員係 2019年度 2020/4/1 15年 2035/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 服務 兼業 兼業(令和2年度） 総務部職員課職員係 2020年度 2021/4/1 15年 2036/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 服務 兼業 委嘱関係(平成28年度） 総務部人事課任用係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 服務 兼業 委嘱関係(平成29年度） 総務部人事課任用係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 服務 兼業 委嘱関係(平成30年度） 総務部人事課任用係 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 総括 総括 規則改正等関係綴じ(1989年4月～1992年1月） 総務部人事課職員係 1989年度 1992/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 総括 総括 規則改正等関係綴じ(1989年4月～1992年1月） 総務部人事課職員係 1989年度 1992/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 総括 総括 就業・服務・懲戒等規程改正関係(平成18年度） 総務部人事課職員係 2006年度 2007/4/1 無期限 無期限 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 総括 総括 週40時間勤務制施行について(1991年度） 総務部人事課職員係 1991年度 1992/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 総括 総括 人事院規則改正(放射線障害の防止）(1988年度） 総務部人事課職員係 1988年度 1989/4/1 無期限 無期限 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄

庶務 能率 職員研修 学内研修(平成26年度） 総務部人事課職員係 2014年度 2015/4/1 8年 2023/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄

当初の保存期間満了日：
2020年3月31日
延長期間：3年
延長の理由：人事管理用
務に必要とするため

庶務 能率 職員研修 学内研修(平成28年度） 総務部人事課職員係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 能率 職員研修 学内研修(平成29年度） 総務部人事課職員係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 能率 職員研修 学内研修(平成30年度） 総務部人事課職員係 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 能率 職員研修 学内研修(令和1年度） 総務部職員課職員係 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄 分冊2
庶務 能率 職員研修 学内研修(令和2年度） 総務部職員課職員係 2020年度 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 能率 職員研修 学外研修(平成25年度） 総務部人事課職員係 2013年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄

庶務 能率 職員研修 学外研修(平成26年度） 総務部人事課職員係 2014年度 2015/4/1 8年 2023/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄

当初の保存期間満了日：
2020年3月31日
延長期間：3年
延長の理由：人事管理用
務に必要とするため

庶務 能率 職員研修 学外研修(平成28年度） 総務部人事課職員係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 能率 職員研修 学外研修(平成29年度） 総務部人事課職員係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 能率 職員研修 学外研修(平成30年度） 総務部人事課職員係 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 能率 職員研修 学外研修(令和1年度） 総務部職員課職員係 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 能率 職員研修 学外研修(令和2年度） 総務部職員課職員係 2020年度 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄

庶務 能率 職員研修 放送大学研修(平成28年度） 総務部人事課職員係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄

当初の保存期間満了日：
2020年3月31日
延長期間：2年
延長の理由：人事管理用
務に必要とするため

庶務 服務 栄典・表彰 永年勤続者表彰（平成23年度） 総務部人事課職員係 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 服務 栄典・表彰 永年勤続者表彰（平成24年度） 総務部人事課職員係 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 服務 栄典・表彰 永年勤続者表彰（平成25年度） 総務部人事課職員係 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 服務 栄典・表彰 永年勤続者表彰（平成26年度） 総務部人事課職員係 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 服務 栄典・表彰 永年勤続者表彰（平成27年度） 総務部人事課職員係 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 服務 栄典・表彰 永年勤続者表彰（平成28年度） 総務部人事課職員係 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 服務 栄典・表彰 永年勤続者表彰（平成29年度） 総務部人事課職員係 2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 服務 栄典・表彰 永年勤続者表彰（平成30年度） 総務部人事課職員係 2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 服務 栄典・表彰 永年勤続者表彰（令和1年度） 総務部職員課職員係 2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 服務 栄典・表彰 永年勤続者表彰（令和2年度） 総務部職員課職員係 2020年度 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 服務 栄典・表彰 春秋叙勲関係綴(一類）(平成20年8月～平成21年9月） 総務部人事課職員係 2008年度 2010/4/1 30年 2040/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
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庶務 服務 栄典・表彰 春秋叙勲関係綴(一類）(平成21年9月～平成22年12月） 総務部人事課職員係 2009年度 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 服務 栄典・表彰 春秋叙勲関係綴(一類）(平成23年1月～平成24年3月） 総務部人事課職員係 2010年度 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 服務 栄典・表彰 春秋叙勲関係綴(一類）(平成24年春～平成25年秋） 総務部人事課職員係 2012年度 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 服務 栄典・表彰 春秋叙勲関係綴(一類）(平成26年春～平成27年春） 総務部人事課職員係 2014年度 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 服務 栄典・表彰 春秋叙勲関係綴(一類）(平成27年秋～平成29年春） 総務部人事課職員係 2015年度 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 服務 栄典・表彰 春秋叙勲関係綴(一類）(平成29年秋～平成31年春） 総務部人事課職員係 2017年度 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 服務 栄典・表彰 春秋叙勲関係綴(一類）(令和1年秋～令和3年春） 総務部職員課職員係 2019年度 2021/4/1 30年 2051/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 服務 栄典・表彰 春秋叙勲関係綴(一類）(令和3年秋～） 総務部職員課職員係 2019年度 未完 30年 未完 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 服務 栄典・表彰 春秋叙勲関係綴(二類）(平成15年8月～平成18年3月） 総務部人事課職員係 2003年度 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 服務 栄典・表彰 春秋叙勲関係綴(二類）(平成18年2月～平成20年7月） 総務部人事課職員係 2005年度 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 服務 栄典・表彰 春秋叙勲関係綴(二類）(平成20年8月～平成24年3月） 総務部人事課職員係 2008年度 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 服務 栄典・表彰 春秋叙勲関係綴(二類）3(平成13年12月～平成15年7月） 総務部人事課職員係 2001年度 2004/4/1 30年 2034/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 服務 栄典・表彰 春秋叙勲関係綴No.18(一類）(平成15年8月～平成20年8月） 総務部人事課職員係 2003年度 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 服務 栄典・表彰 春秋叙勲関係綴No.19(一類）(平成17年10月～平成20年7月） 総務部人事課職員係 2005年度 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 服務 栄典・表彰 春秋叙勲関係綴(二類）(平成26年春～平成29年春） 総務部人事課職員係 2014年度 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 服務 栄典・表彰 春秋叙勲関係綴(二類）(平成29年秋～平成31年秋） 総務部人事課職員係 2017年度 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 服務 栄典・表彰 春秋叙勲関係綴(二類）(令和1年春～） 総務部職員課職員係 2019年度 未完 30年 未完 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 服務 栄典・表彰 叙位・叙勲関係綴(平成21年5月～平成22年10月） 総務部人事課職員係 2009年度 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 服務 栄典・表彰 叙位・叙勲関係綴(平成22年12月～平成24年3月） 総務部人事課職員係 2010年度 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 服務 栄典・表彰 叙位・叙勲関係綴No.16(平成15年4月～平成16年8月） 総務部人事課職員係 2003年度 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 服務 栄典・表彰 叙位・叙勲関係綴No.17(平成16年9月～平成18年2月） 総務部人事課職員係 2004年度 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 服務 栄典・表彰 叙位・叙勲関係綴No.18(平成18年3月～平成19年7月） 総務部人事課職員係 2005年度 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 服務 栄典・表彰 叙位・叙勲関係綴No.19(平成19年8月～平成21年3月） 総務部人事課職員係 2007年度 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 服務 栄典・表彰 死亡叙勲〈平成15年4月～平成16年3月） 総務部人事課職員係 2003年度 2004/4/1 30年 2034/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 服務 栄典・表彰 死亡叙勲〈平成16年4月～平成18年2月） 総務部人事課職員係 2004年度 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 服務 栄典・表彰 死亡叙勲〈平成18年3月～平成19年7月） 総務部人事課職員係 2006年度 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 服務 栄典・表彰 死亡叙勲〈平成19年8月～平成21年3月） 総務部人事課職員係 2007年度 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 服務 栄典・表彰 死亡叙勲〈平成21年5月～平成22年10月） 総務部人事課職員係 2009年度 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 服務 栄典・表彰 死亡叙勲〈平成22年12月～平成26年8月） 総務部人事課職員係 2010年度 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 服務 栄典・表彰 死亡叙勲〈平成26年12月～平成29年10月） 総務部人事課職員係 2014年度 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 服務 栄典・表彰 死亡叙勲〈平成29年11月～平成31年3月） 総務部人事課職員係 2017年度 2019/4/1 30年 2049/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 服務 栄典・表彰 死亡叙勲〈令和3年1月～） 総務部人事課職員係 2020年度 2021/4/1 30年 2051/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 服務 栄典・表彰 名誉教授関係綴No.13(平成15年5月～平成16年9月） 総務部人事課職員係 2003年度 2005/4/1 無期限 無期限 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 服務 栄典・表彰 名誉教授関係綴No.14(平成16年10月～平成17年6月） 総務部人事課職員係 2004年度 2006/4/1 無期限 無期限 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 服務 栄典・表彰 名誉教授関係綴No.15(平成17年11月～平成18年5月） 総務部人事課職員係 2005年度 2008/4/1 無期限 無期限 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 服務 栄典・表彰 名誉教授関係（平成19年度） 総務部人事課職員係 2007年度 2008/4/1 無期限 無期限 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 服務 栄典・表彰 名誉教授関係（平成20年度） 総務部人事課職員係 2008年度 2009/4/1 無期限 無期限 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 服務 栄典・表彰 名誉教授関係（平成21年度） 総務部人事課職員係 2009年度 2010/4/1 無期限 無期限 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 服務 栄典・表彰 名誉教授関係（平成22年度） 総務部人事課職員係 2010年度 2011/4/1 無期限 無期限 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 服務 栄典・表彰 名誉教授関係（平成23年度） 総務部人事課職員係 2011年度 2012/4/1 無期限 無期限 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 服務 栄典・表彰 名誉教授関係（平成24年度） 総務部人事課職員係 2012年度 2013/4/1 無期限 無期限 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 服務 栄典・表彰 名誉教授関係（平成25年度） 総務部人事課職員係 2013年度 2014/4/1 無期限 無期限 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 服務 栄典・表彰 名誉教授関係（平成26年度） 総務部人事課職員係 2014年度 2015/4/1 無期限 無期限 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 服務 栄典・表彰 名誉教授関係（平成27年度） 総務部人事課職員係 2015年度 2016/4/1 無期限 無期限 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 服務 栄典・表彰 名誉教授関係（平成28年度） 総務部人事課職員係 2016年度 2017/4/1 無期限 無期限 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 服務 栄典・表彰 名誉教授関係（平成29年度） 総務部人事課職員係 2017年度 2018/4/1 無期限 無期限 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 服務 栄典・表彰 名誉教授関係（平成30年度） 総務部人事課職員係 2018年度 2019/4/1 無期限 無期限 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 服務 栄典・表彰 名誉教授関係（令和1年度） 総務部職員課職員係 2019年度 2020/4/1 無期限 無期限 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 服務 栄典・表彰 名誉教授関係（令和2年度） 総務部職員課職員係 2020年度 2021/4/1 無期限 無期限 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 服務 勤務時間 勤務時間報告書（平成28年1～12月） 総務部人事課職員係 2015年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 服務 勤務時間 勤務時間報告書（平成29年1～12月） 総務部人事課職員係 2016年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 服務 勤務時間 勤務時間報告書（平成30年1月～平成31年3月） 総務部人事課職員係 2017年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 服務 勤務時間 勤務時間報告書（令和1年度） 総務部職員課職員係 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 服務 勤務時間 勤務時間報告書（令和2年度） 総務部人事課職員係 2020年度 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 服務 勤務時間 出勤簿(2016年） 総務部人事課職員係 2015年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 服務 勤務時間 出勤簿(2017年） 総務部人事課職員係 2016年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 服務 勤務時間 出勤簿(2018年） 総務部人事課職員係 2017年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 服務 勤務時間 出勤簿(2019年） 総務部人事課職員係 2018年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 服務 勤務時間 出勤簿(2020年） 総務部職員課職員係 2019年度 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 安全管理 安全衛生(平成23年度） 総務部人事課職員係 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 安全管理 安全衛生(平成24年度） 総務部人事課職員係 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 安全管理 安全衛生(平成25年度） 総務部人事課職員係 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 安全管理 安全衛生関係(平成26年度） 総務部人事課職員係 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 安全管理 安全衛生関係(平成27年度） 総務部人事課職員係 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 安全管理 安全衛生関係(平成28年度） 総務部人事課職員係 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 安全管理 安全衛生関係(平成29年度） 総務部人事課職員係 2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 安全管理 安全衛生関係(平成30年度） 総務部人事課職員係 2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 安全管理 安全衛生関係(令和1年度） 総務部職員課職員係 2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 安全管理 安全衛生関係(令和2年度） 総務部職員課職員係 2020年度 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 安全管理 自動体外式除細動器(AED）関係(平成23年度） 総務部人事課職員係 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 安全管理 自動体外式除細動器(AED）関係(平成24年度） 総務部人事課職員係 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 安全管理 自動体外式除細動器(AED）関係(平成25年度） 総務部人事課職員係 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 安全管理 自動体外式除細動器(AED）関係(平成26年度） 総務部人事課職員係 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 安全管理 自動体外式除細動器(AED）関係(平成27年度） 総務部人事課職員係 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 安全管理 自動体外式除細動器(AED）関係(平成28年度） 総務部人事課職員係 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 安全管理 自動体外式除細動器(AED）関係(平成29年度） 総務部人事課職員係 2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 安全管理 自動体外式除細動器(AED）関係(平成30年度） 総務部人事課職員係 2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 安全管理 自動体外式除細動器(AED）関係(令和1年度） 総務部職員課職員係 2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 安全管理 自動体外式除細動器(AED）関係(令和2年度） 総務部職員課職員係 2020年度 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 健康管理 健康診断関係(平成28年度） 総務部人事課職員係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 健康管理 健康診断関係(平成29年度） 総務部人事課職員係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 健康管理 健康診断関係(平成30年度） 総務部人事課職員係 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 健康管理 健康診断関係(令和1年度） 総務部職員課職員係 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 保健管理センター 総務部職員課課長 廃棄
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庶務 福利厚生 健康管理 健康診断関係(令和2年度） 総務部職員課職員係 2020年度 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 保健管理センター 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 健康管理 特殊健康診断調査・結果報告書綴（平成24年度～平成30年度） 総務部職員課職員係 2012年度 2019/4/1 7年 2026/3/31 紙 保健管理センター 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 健康管理 特殊健康診断調査・結果報告書綴（令和1年度） 総務部職員課職員係 2019年度 2020/4/1 7年 2027/3/31 紙 保健管理センター 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 健康管理 特殊健康診断調査・結果報告書綴（令和2年度） 総務部職員課職員係 2020年度 2021/4/1 7年 2028/3/31 紙 保健管理センター 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 健康管理 労災二次健診等給付関係（平成28年度） 総務部人事課職員係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 保健管理センター 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 健康管理 労災二次健診等給付関係（平成29年度） 総務部人事課職員係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 保健管理センター 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 健康管理 労災二次健診等給付関係（平成30年度） 総務部人事課職員係 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 保健管理センター 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 健康管理 労災２次健康診断結果・再検査等報告綴（令和1年度） 総務部職員課職員係 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 健康管理 長時間労働の健康管理(平成28年度） 総務部人事課職員係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 保健管理センター 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 健康管理 長時間労働の健康管理(平成29年度） 総務部人事課職員係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 保健管理センター 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 健康管理 長時間労働の健康管理(平成30年度） 総務部人事課職員係 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 保健管理センター 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 健康管理 長時間労働者の健康管理(令和1年度） 総務部職員課職員係 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 保健管理センター 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 健康管理 長時間労働者の健康管理(令和2年度） 総務部職員課職員係 2020年度 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 保健管理センター 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 災害補償 労働災害(平成23年度） 総務部人事課職員係 2011年度 2012/4/1 無期限 無期限 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 災害補償 労働災害(平成24年度） 総務部人事課職員係 2012年度 2013/4/1 無期限 無期限 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 災害補償 労働災害(平成25年度） 総務部人事課職員係 2013年度 2014/4/1 無期限 無期限 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 災害補償 労働災害(平成26年度） 総務部人事課職員係 2014年度 2015/4/1 無期限 無期限 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 災害補償 労働災害(平成27年度） 総務部人事課職員係 2015年度 2016/4/1 無期限 無期限 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 災害補償 労働災害(平成28年度） 総務部人事課職員係 2016年度 2017/4/1 無期限 無期限 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 災害補償 労働災害(平成29年度） 総務部人事課職員係 2017年度 2018/4/1 無期限 無期限 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 災害補償 労働災害(平成30年度） 総務部人事課職員係 2018年度 2019/4/1 無期限 無期限 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 災害補償 労働災害(令和1年度） 総務部職員課職員係 2019年度 2020/4/1 無期限 無期限 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 災害補償 労働災害(令和2年度） 総務部職員課職員係 2020年度 2021/4/1 無期限 無期限 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 災害補償 移管・年金・療養 総務部人事課職員係 2004年度 2005/4/1 無期限 無期限 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 災害補償 遺族補償年金関係(昭和45年度～昭和56年度） 総務部人事課職員係 1970年度 1982/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 災害補償 遺族補償年金関係(昭和57年度～平成4年度） 総務部人事課職員係 1982年度 1993/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 災害補償 遺族補償年金関係(平成11年度～平成15年度） 総務部人事課職員係 1999年度 2004/4/1 無期限 無期限 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 災害補償 遺族補償年金関係(平成5年度～平成10年度） 総務部人事課職員係 1993年度 1999/4/1 無期限 無期限 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 災害補償 公務災害(平成16年度） 総務部人事課職員係 2004年度 2005/4/1 無期限 無期限 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 災害補償 公務災害(平成17年度） 総務部人事課職員係 2005年度 2006/4/1 無期限 無期限 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 災害補償 公務災害(平成18年度） 総務部人事課職員係 2006年度 2007/4/1 無期限 無期限 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 災害補償 公務災害・労災(平成19～20年度） 総務部人事課職員係 2007年度 2009/4/1 無期限 無期限 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 災害補償 公務災害・労災(平成20～22年度） 総務部人事課職員係 2008年度 2011/4/1 無期限 無期限 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 災害補償 公務災害・労災(平成21年度） 総務部人事課職員係 2009年度 2010/4/1 無期限 無期限 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 災害補償 公務災害・労災(平成21年度～平成22年度） 総務部人事課職員係 2009年度 2011/4/1 無期限 無期限 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 災害補償 公務災害(平成23年度） 総務部人事課職員係 2011年度 2012/4/1 無期限 無期限 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 災害補償 公務災害(平成24年度） 総務部人事課職員係 2012年度 2013/4/1 無期限 無期限 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 災害補償 公務災害(平成25年度） 総務部人事課職員係 2013年度 2014/4/1 無期限 無期限 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 災害補償 公務災害(平成26年度） 総務部人事課職員係 2014年度 2015/4/1 無期限 無期限 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 災害補償 公務災害(平成27年度） 総務部人事課職員係 2015年度 2016/4/1 無期限 無期限 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 災害補償 公務災害(平成28年度） 総務部人事課職員係 2016年度 2017/4/1 無期限 無期限 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 災害補償 公務災害(平成29年度） 総務部人事課職員係 2017年度 2018/4/1 無期限 無期限 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 災害補償 公務災害(平成30年度） 総務部人事課職員係 2018年度 2019/4/1 無期限 無期限 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 災害補償 公務災害(令和1年度） 総務部職員課職員係 2019年度 2020/4/1 無期限 無期限 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 災害補償 公務災害(令和2年度） 総務部職員課職員係 2020年度 2021/4/1 無期限 無期限 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 災害補償 通知送付(公務災害）(平成16年度） 総務部人事課職員係 2004年度 2005/4/1 無期限 無期限 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 災害補償 認定・補償(昭和50年度） 総務部人事課職員係 1975年度 1976/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 災害補償 認定・補償(昭和51年度） 総務部人事課職員係 1976年度 1977/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 災害補償 認定・補償(昭和52年度） 総務部人事課職員係 1977年度 1978/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 災害補償 認定・補償(昭和53年度） 総務部人事課職員係 1978年度 1979/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 災害補償 認定・補償(昭和54年度） 総務部人事課職員係 1979年度 1980/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 災害補償 認定・補償(昭和55年度） 総務部人事課職員係 1980年度 1981/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 災害補償 認定・補償(昭和56年度） 総務部人事課職員係 1981年度 1982/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 災害補償 認定・補償(昭和58年度） 総務部人事課職員係 1983年度 1984/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 災害補償 認定・補償(昭和59年度） 総務部人事課職員係 1984年度 1985/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 災害補償 認定・補償(昭和60年度） 総務部人事課職員係 1985年度 1986/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 災害補償 認定・補償(昭和61年度） 総務部人事課職員係 1986年度 1987/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 災害補償 認定・補償(昭和62年度） 総務部人事課職員係 1987年度 1988/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 災害補償 認定・補償(昭和63年度） 総務部人事課職員係 1988年度 1989/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 災害補償 認定・補償(平成15年度） 総務部人事課職員係 2003年度 2004/4/1 無期限 無期限 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄 分割2
庶務 福利厚生 災害補償 認定・補償(平成2年度） 総務部人事課職員係 1990年度 1991/4/1 無期限 無期限 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 災害補償 認定・補償(平成3年度） 総務部人事課職員係 1991年度 1992/4/1 無期限 無期限 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 災害補償 認定・補償(平成4年度） 総務部人事課職員係 1992年度 1993/4/1 無期限 無期限 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 災害補償 認定・補償(平成5年度） 総務部人事課職員係 1993年度 1994/4/1 無期限 無期限 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 災害補償 認定・補償(平成6年度） 総務部人事課職員係 1994年度 1995/4/1 無期限 無期限 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 災害補償 認定・補償(平成7年度） 総務部人事課職員係 1995年度 1996/4/1 無期限 無期限 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 災害補償 認定・補償(平成8年度） 総務部人事課職員係 1996年度 1997/4/1 無期限 無期限 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 災害補償 認定・補償(平成元年度） 総務部人事課職員係 1989年度 1990/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 男女共同参画 男女共同参画　採用資料（平成24年度） 総務部人事課職員係 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 男女共同参画 男女共同参画　採用資料（平成25年度） 総務部人事課職員係 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 男女共同参画 男女共同参画　採用資料（平成26年度） 総務部人事課職員係 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 男女共同参画 男女共同参画　採用資料（平成27年度） 総務部人事課職員係 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 男女共同参画 男女共同参画　採用資料（平成28年度） 総務部人事課職員係 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 男女共同参画 男女共同参画　採用資料（平成29年度） 総務部人事課職員係 2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 男女共同参画 男女共同参画　セミナー・イベント関係（平成24年度） 総務部人事課職員係 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 男女共同参画 男女共同参画　セミナー・イベント関係（平成25年度） 総務部人事課職員係 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 男女共同参画 男女共同参画　セミナー・イベント関係（平成26年度） 総務部人事課職員係 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 男女共同参画 男女共同参画関係　（国大協）（平成24～平成27年度） 総務部人事課職員係 2012年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 男女共同参画 男女共同参画関係　（国大協）（平成25年度） 総務部人事課職員係 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 男女共同参画 男女共同参画関係　（国大協）（平成26年度） 総務部人事課職員係 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 男女共同参画 男女共同参画関係　（国大協）（平成27年度） 総務部人事課職員係 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 男女共同参画 男女共同参画関係　（国大協）（平成28年度） 総務部人事課職員係 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 男女共同参画 男女共同参画関係　（国大協）（平成29年度） 総務部人事課職員係 2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
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庶務 福利厚生 男女共同参画 男女共同参画関係　（国大協）（平成30年度） 総務部人事課職員係 2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 男女共同参画 男女共同参画関係　（国大協）（令和1年度） 総務部職員課職員係 2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 男女共同参画 男女共同参画関係　（国大協）（令和2年度） 総務部職員課職員係 2020年度 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 男女共同参画 男女共同参画関係　No.3（平成23年度） 総務部人事課職員係 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 男女共同参画 男女共同参画関係　No.4（平成24年度） 総務部人事課職員係 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 男女共同参画 男女共同参画関係　No.5（平成25年度） 総務部人事課職員係 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 男女共同参画 男女共同参画関係　No.6（平成26年度） 総務部人事課職員係 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 男女共同参画 男女共同参画関係（ダイバーシティ推進）　No.7（平成27年度） 総務部人事課職員係 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 男女共同参画 男女共同参画関係（ダイバーシティ推進）　No.8（平成28年度） 総務部人事課職員係 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 男女共同参画 男女共同参画関係（ダイバーシティ推進）　No.9（平成29年度） 総務部人事課職員係 2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 男女共同参画 男女共同参画関係（ダイバーシティ推進）　No.10（平成30年度） 総務部人事課職員係 2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 男女共同参画 男女共同参画関係（ダイバーシティ推進）　No.11（令和1年度） 総務部職員課職員係 2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 男女共同参画 男女共同参画関係（ダイバーシティ推進）　No.11（令和2年度） 総務部職員課職員係 2020年度 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 男女共同参画 男女共同参画関係資料「女性研究者研究活動支援事業」（JST）（平成24年度） 総務部人事課職員係 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 男女共同参画 男女共同参画関係資料「女性研究者研究活動支援事業」（JST）（平成25年度） 総務部人事課職員係 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 男女共同参画 男女共同参画関係資料「女性研究者研究活動支援事業」（JST）（平成26年度） 総務部人事課職員係 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 男女共同参画 平成26年度　大学COC事業（ちゅら島） 総務部人事課職員係 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 男女共同参画 平成27年度　大学COC事業（ちゅら島） 総務部人事課職員係 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 男女共同参画 平成28年度　大学COC事業（ちゅら島） 総務部人事課職員係 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 男女共同参画 平成29年度　大学COC事業（ちゅら島） 総務部人事課職員係 2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 男女共同参画 平成26年度　JST（連携型）宮崎大学・共同申請 総務部人事課職員係 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 男女共同参画 平成27年度　JST女性研究者研究活動支援事業（提出資料） 総務部人事課職員係 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 男女共同参画 平成28年度　JST女性研究者研究活動支援事業（提出資料） 総務部人事課職員係 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 男女共同参画 平成29年度　JST女性研究者研究活動支援事業（提出資料） 総務部人事課職員係 2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 旅行 旅行命令 出張申請書・報告書(平成28年度） 総務部人事課職員係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 旅行 旅行命令 出張申請書・報告書(平成29年度） 総務部人事課職員係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 旅行 旅行命令 出張申請書・報告書(平成30年度） 総務部人事課職員係 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 旅行 旅行命令 出張申請書・報告書(令和1年度） 総務部職員課職員係 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 旅行 旅行命令 出張申請書・報告書(令和2年度） 総務部職員課職員係 2020年度 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 服務 兼業 営利企業兼業審査委員会関係（平成30年度） 総務部人事課職員係 2018年度 2019/4/1 15年 2034/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 服務 兼業 営利企業兼業審査委員会関係（令和1年度） 総務部職員課職員係 2019年度 2020/4/1 15年 2035/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 服務 兼業 営利企業兼業審査委員会関係（令和2年度） 総務部職員課職員係 2020年度 2021/4/1 15年 2036/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 服務 兼業 利害関係者からの依頼者によりおこなう講演、著述等関係贈与等報告書関係（平成30年度） 総務部人事課職員係 2018年度 2019/4/1 15年 2034/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 服務 兼業 利害関係者からの依頼者によりおこなう講演、著述等関係贈与等報告書関係（令和1年度） 総務部職員課職員係 2019年度 2020/4/1 15年 2035/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 服務 兼業 利害関係者からの依頼者によりおこなう講演、著述等関係贈与等報告書関係（令和2年度） 総務部職員課職員係 2020年度 2021/4/1 15年 2036/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 男女共同参画 JSTダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ（特色型）申請関係（平成26年度～平成28年 総務部人事課職員係 2014年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 男女共同参画 一般事業種行動計画関係（平成16年度～平成23年度） 総務部人事課職員係 2004年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 男女共同参画 ジェンダー協働推進室　職員採用関係（特命助教）（平成29年度） 総務部人事課職員係 2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 男女共同参画 ジェンダー協働推進室　職員採用関係(平成27年度～平成29年度） 総務部人事課職員係 2015年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 男女共同参画 障害者差別解消法関係（平成28年度） 総務部人事課職員係 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 男女共同参画 大学COC事業（ちゅら島）（平成26年度） 総務部人事課職員係 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 男女共同参画 大学COC事業（平成27年度） 総務部人事課職員係 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 男女共同参画 大学COC事業（平成28年度） 総務部人事課職員係 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 男女共同参画 大学COC事業（平成29年度） 総務部人事課職員係 2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 男女共同参画 男女共同参画関係（国大協）調査関係（平成24年度～平成27年度） 総務部人事課職員係 2012年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄

庶務 福利厚生 健康管理 一般健康診断結果報告書綴①～④（平成28年度） 総務部人事課職員係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙・電子 保健管理センター 総務部職員課課長 廃棄

①施設健診委託健診機関
②文科省共済組合　③生
活習慣病予防健診　④北
部・西表地区・その他

庶務 福利厚生 健康管理 一般健康診断結果報告書綴①～④（平成29年度） 総務部人事課職員係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙・電子 保健管理センター 総務部職員課課長 廃棄

①施設健診委託健診機関
②文科省共済組合　③生
活習慣病予防健診　④北
部・西表地区・その他

庶務 福利厚生 健康管理 一般健康診断結果報告書綴①～④（平成30年度） 総務部人事課職員係 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙・電子 保健管理センター 総務部職員課課長 廃棄

①施設健診委託健診機関
②文科省共済組合　③生
活習慣病予防健診　④北
部・西表地区・その他

庶務 福利厚生 健康管理 一般健康診断結果報告書綴①～④（令和1年度） 総務部職員課職員係 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙・電子 保健管理センター 総務部職員課課長 廃棄

①施設健診委託健診機関
②文科省共済組合　③生
活習慣病予防健診　④北
部・西表地区・その他

庶務 福利厚生 健康管理 一般健康診断結果報告書綴①～④（令和2年度） 総務部職員課職員係 2020年度 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙・電子 保健管理センター 総務部職員課課長 廃棄

①施設健診委託健診機関
②文科省共済組合　③生
活習慣病予防健診　④北
部・西表地区・その他

庶務 福利厚生 健康管理 産業医面談関係・指導区分（平成28年度） 総務部職員課職員係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 保健管理センター 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 健康管理 産業医面談関係・指導区分（平成29年度） 総務部職員課職員係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 保健管理センター 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 健康管理 産業医面談関係・指導区分（平成30年度） 総務部職員課職員係 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 保健管理センター 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 健康管理 産業医面談関係・指導区分（令和1年度） 総務部職員課職員係 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 保健管理センター 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 健康管理 産業医面談関係・指導区分（令和2年度） 総務部職員課職員係 2020年度 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 保健管理センター 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 健康管理 ストレスチエック関連（平成28年度） 総務部職員課職員係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙・電子 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 健康管理 ストレスチエック関連（平成29年度~平成30年度） 総務部職員課職員係 2017年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙・電子 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 健康管理 ストレスチエック関連（令和元年度） 総務部職員課職員係 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙・電子 保健管理センター 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 健康管理 ストレスチエック関連（令和2年度） 総務部職員課職員係 2020年度 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙・電子 保健管理センター 総務部職員課課長 廃棄
庶務 給与 給与の支給 基準給与簿(平成16年度） 総務部人事課給与支給係 2004年度 2005/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 給与 給与の支給 基準給与簿(平成17年度） 総務部人事課給与支給係 2005年度 2006/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 給与 給与の支給 基準給与簿(平成18年度） 総務部人事課給与支給係 2006年度 2007/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 給与 給与の支給 基準給与簿(平成19年度） 総務部人事課給与支給係 2007年度 2008/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 給与 給与の支給 基準給与簿(平成20年度） 総務部人事課給与支給係 2008年度 2009/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 給与 給与の支給 基準給与簿(平成21年度） 総務部人事課給与支給係 2009年度 2010/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 給与 給与の支給 勤務時間報告書(平成28年度） 総務部人事課給与支給係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 総務部倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 給与 給与の支給 勤務時間報告書(平成29年度） 総務部人事課給与支給係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 総務部倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 給与 給与の支給 勤務時間報告書(平成30年度） 総務部人事課給与支給係 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 総務部倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 給与 給与の支給 勤務時間報告書(平成31年度） 総務部人事課給与支給係 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 総務部倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 給与 給与の支給 職員別給与簿(平成16年） 総務部人事課給与支給係 2004年度 2005/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄
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庶務 給与 給与の支給 職員別給与簿(平成17年） 総務部人事課給与支給係 2005年度 2006/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 給与 給与の支給 職員別給与簿(平成18年） 総務部人事課給与支給係 2006年度 2007/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 給与 給与の支給 職員別給与簿(平成19年） 総務部人事課給与支給係 2007年度 2008/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 給与 給与の支給 職員別給与簿(平成20年） 総務部人事課給与支給係 2008年度 2009/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 給与 給与の支給 給与振込明細表(平成28年度） 総務部人事課給与支給係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 総務部倉庫 総務部職員課課長 廃棄 分割
庶務 給与 給与の支給 給与振込明細表(平成29年度） 総務部人事課給与支給係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 総務部倉庫 総務部職員課課長 廃棄 分割
庶務 給与 給与の支給 給与振込明細表(平成30年度） 総務部人事課給与支給係 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 総務部倉庫 総務部職員課課長 廃棄 分割
庶務 給与 給与の支給 給与振込明細表(平成31年度） 総務部人事課給与支給係 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄 分割
庶務 給与 所得税 年末調整関係綴(平成28年度） 総務部人事課給与支給係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 総務部倉庫 総務部職員課課長 廃棄 分割
庶務 給与 所得税 年末調整関係綴(平成29年度） 総務部人事課給与支給係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 総務部倉庫 総務部職員課課長 廃棄 分割
庶務 給与 所得税 年末調整関係綴(平成30年度） 総務部人事課給与支給係 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 総務部倉庫 総務部職員課課長 廃棄 分割
庶務 給与 所得税 年末調整関係綴(平成31年度） 総務部人事課給与支給係 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 総務部倉庫 総務部職員課課長 廃棄 分割
庶務 給与 所得税 退職手当(平成28年度） 総務部人事課給与支給係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 総務部倉庫 総務部職員課課長 廃棄 分割
庶務 給与 所得税 退職手当(平成29年度） 総務部人事課給与支給係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 総務部倉庫 総務部職員課課長 廃棄 分割
庶務 給与 所得税 退職手当(平成30年度） 総務部人事課給与支給係 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 総務部倉庫 総務部職員課課長 廃棄 分割
庶務 給与 所得税 退職手当(平成31年度） 総務部人事課給与支給係 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 総務部倉庫 総務部職員課課長 廃棄 分割
庶務 給与 所得税 給与所得者の住宅所得特別控除申告書(平成26年分） 総務部人事課給与支給係 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 総務部倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 給与 所得税 給与所得者の住宅所得特別控除申告書(平成27年分） 総務部人事課給与支給係 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 総務部倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 給与 所得税 給与所得者の住宅所得特別控除申告書(平成28年分） 総務部人事課給与支給係 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 総務部倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 給与 所得税 給与所得者の住宅所得特別控除申告書(平成29年分） 総務部人事課給与支給係 2017年度 2018/4/1 7年 2025/3/31 紙 総務部倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 給与 所得税 給与所得者の住宅所得特別控除申告書(平成30年分） 総務部人事課給与支給係 2018年度 2019/4/1 7年 2026/3/31 紙 総務部倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 給与 所得税 給与所得者の住宅所得特別控除申告書(平成31年分） 総務部人事課給与支給係 2019年度 2020/4/1 7年 2027/3/31 紙 総務部倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 給与 所得税 給与所得者の扶養控除申告書(平成26年分） 総務部人事課給与支給係 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 総務部倉庫 総務部職員課課長 廃棄 分割
庶務 給与 所得税 給与所得者の扶養控除申告書(平成27年分） 総務部人事課給与支給係 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 総務部倉庫 総務部職員課課長 廃棄 分割
庶務 給与 所得税 給与所得者の扶養控除申告書(平成28年分） 総務部人事課給与支給係 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 総務部倉庫 総務部職員課課長 廃棄 分割
庶務 給与 所得税 給与所得者の扶養控除申告書(平成29年分） 総務部人事課給与支給係 2017年度 2018/4/1 7年 2025/3/31 紙 総務部倉庫 総務部職員課課長 廃棄 分割
庶務 給与 所得税 給与所得者の扶養控除申告書(平成30年分） 総務部人事課給与支給係 2018年度 2019/4/1 7年 2026/3/31 紙 総務部倉庫 総務部職員課課長 廃棄 分割
庶務 給与 所得税 給与所得者の扶養控除申告書(平成31年分） 総務部人事課給与支給係 2019年度 2020/4/1 7年 2027/3/31 紙 総務部倉庫 総務部職員課課長 廃棄 分割
庶務 給与 所得税 給与所得者の保険料等控除申告書(平成26年分） 総務部人事課給与支給係 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 総務部倉庫 総務部職員課課長 廃棄 分割
庶務 給与 所得税 給与所得者の保険料等控除申告書(平成27年分） 総務部人事課給与支給係 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 総務部倉庫 総務部職員課課長 廃棄 分割
庶務 給与 所得税 給与所得者の保険料等控除申告書(平成28年分） 総務部人事課給与支給係 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 総務部倉庫 総務部職員課課長 廃棄 分割
庶務 給与 所得税 給与所得者の保険料等控除申告書(平成29年分） 総務部人事課給与支給係 2017年度 2018/4/1 7年 2025/3/31 紙 総務部倉庫 総務部職員課課長 廃棄 分割
庶務 給与 所得税 給与所得者の保険料等控除申告書(平成30年分） 総務部人事課給与支給係 2018年度 2019/4/1 7年 2026/3/31 紙 総務部倉庫 総務部職員課課長 廃棄 分割
庶務 給与 所得税 給与所得者の保険料等控除申告書(平成31年分） 総務部人事課給与支給係 2019年度 2020/4/1 7年 2027/3/31 紙 総務部倉庫 総務部職員課課長 廃棄 分割
庶務 給与 所得税 源泉徴収票(平成26年分） 総務部人事課給与支給係 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 総務部倉庫 総務部職員課課長 廃棄 分割
庶務 給与 所得税 源泉徴収票(平成27年分） 総務部人事課給与支給係 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 総務部倉庫 総務部職員課課長 廃棄 分割
庶務 給与 所得税 源泉徴収票(平成28年分） 総務部人事課給与支給係 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 総務部倉庫 総務部職員課課長 廃棄 分割
庶務 給与 所得税 源泉徴収票(平成29年分） 総務部人事課給与支給係 2017年度 2018/4/1 7年 2025/3/31 紙 総務部倉庫 総務部職員課課長 廃棄 分割
庶務 給与 所得税 源泉徴収票(平成30年分） 総務部人事課給与支給係 2018年度 2019/4/1 7年 2026/3/31 紙 総務部倉庫 総務部職員課課長 廃棄 分割
庶務 給与 所得税 源泉徴収票(平成31年分） 総務部人事課給与支給係 2019年度 2020/4/1 7年 2027/3/31 紙 総務部倉庫 総務部職員課課長 廃棄 分割
庶務 給与 所得税 所得税関係（扶養控除の見直し等）(平成26年度） 総務部人事課給与支給係 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 総務部倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 給与 所得税 所得税関係（扶養控除の見直し等）(平成27年度） 総務部人事課給与支給係 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 総務部倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 給与 所得税 所得税関係（扶養控除の見直し等）(平成28年度） 総務部人事課給与支給係 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 総務部倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 給与 所得税 所得税関係（扶養控除の見直し等）(平成29年度） 総務部人事課給与支給係 2017年度 2018/4/1 7年 2025/3/31 紙 総務部倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 給与 所得税 所得税関係（扶養控除の見直し等）(平成30年度） 総務部人事課給与支給係 2018年度 2019/4/1 7年 2026/3/31 紙 総務部倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 給与 所得税 所得税関係（扶養控除の見直し等）(平成31年度） 総務部人事課給与支給係 2019年度 2020/4/1 7年 2027/3/31 紙 総務部倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 給与 地方税 市民税・県民税特別徴収税額通知書(平成23年度） 総務部人事課給与支給係 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄 分割
庶務 給与 地方税 市民税・県民税特別徴収税額通知書(平成24年度） 総務部人事課給与支給係 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄 分割
庶務 給与 地方税 市民税・県民税特別徴収税額通知書(平成25年度） 総務部人事課給与支給係 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄 分割
庶務 給与 地方税 市民税・県民税特別徴収税額通知書(平成26年度） 総務部人事課給与支給係 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄 分割
庶務 給与 地方税 市民税・県民税特別徴収税額通知書(平成27年度） 総務部人事課給与支給係 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄 分割
庶務 給与 地方税 市民税・県民税特別徴収税額通知書(平成28年度） 総務部人事課給与支給係 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄 分割
庶務 給与 地方税 市民税・県民税特別徴収税額通知書(平成29年度） 総務部人事課給与支給係 2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄 分割
庶務 給与 地方税 市民税・県民税特別徴収税額通知書(平成30年度） 総務部人事課給与支給係 2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄 分割
庶務 給与 地方税 市民税・県民税特別徴収税額通知書(平成31年度） 総務部人事課給与支給係 2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄 分割
庶務 給与 地方税 特別徴収に係る異動届出書(平成28年度） 総務部人事課給与支給係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 総務部倉庫 総務部職員課課長 廃棄 分割
庶務 給与 地方税 特別徴収に係る異動届出書(平成29年度） 総務部人事課給与支給係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 総務部倉庫 総務部職員課課長 廃棄 分割
庶務 給与 地方税 特別徴収に係る異動届出書(平成30年度） 総務部人事課給与支給係 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 総務部倉庫 総務部職員課課長 廃棄 分割
庶務 給与 地方税 特別徴収に係る異動届出書(平成31年度） 総務部人事課給与支給係 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 総務部倉庫 総務部職員課課長 廃棄 分割
庶務 給与 その他 人事異動状況(平成28年度） 総務部人事課給与支給係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 総務部倉庫 総務部職員課課長 廃棄 分割
庶務 給与 その他 人事異動状況(平成29年度） 総務部人事課給与支給係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 総務部倉庫 総務部職員課課長 廃棄 分割
庶務 給与 その他 人事異動状況(平成30年度） 総務部人事課給与支給係 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 総務部倉庫 総務部職員課課長 廃棄 分割
庶務 給与 その他 人事異動状況(平成31年度） 総務部人事課給与支給係 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 総務部倉庫 総務部職員課課長 廃棄 分割
庶務 給与 その他 給与等証明書(平成28年度） 総務部人事課給与支給係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 総務部倉庫 総務部職員課課長 廃棄 分割
庶務 給与 その他 給与等証明書(平成29年度） 総務部人事課給与支給係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 総務部倉庫 総務部職員課課長 廃棄 分割
庶務 給与 その他 給与等証明書(平成30年度） 総務部人事課給与支給係 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 総務部倉庫 総務部職員課課長 廃棄 分割
庶務 給与 その他 給与等証明書(平成31年度） 総務部人事課給与支給係 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 総務部倉庫 総務部職員課課長 廃棄 分割
庶務 給与 その他 法定福利費関係綴(平成28年度） 総務部人事課給与支給係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 総務部倉庫 総務部職員課課長 廃棄 分割
庶務 給与 その他 法定福利費関係綴(平成29年度） 総務部人事課給与支給係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 総務部倉庫 総務部職員課課長 廃棄 分割
庶務 給与 その他 法定福利費関係綴(平成30年度） 総務部人事課給与支給係 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 総務部倉庫 総務部職員課課長 廃棄 分割
庶務 給与 その他 法定福利費関係綴(平成31年度） 総務部人事課給与支給係 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 総務部倉庫 総務部職員課課長 廃棄 分割

庶務 給与 その他 労働保険料・法定福利費関係綴(平成27年度） 総務部人事課給与支給係 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 総務部倉庫 総務部職員課課長 廃棄

当初保存期間満了日：
2021年3月31日
延長期間：２年
延長の理由：会計実施
規程第8条の保存年限
に修正するため

庶務 給与 その他 労働保険料・法定福利費関係綴(平成28年度） 総務部人事課給与支給係 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 総務部倉庫 総務部職員課課長 廃棄

当初保存期間満了日：
2022年3月31日
延長期間：２年
延長の理由：会計実施
規程第8条の保存年限
に修正するため



大分類 中分類 小分類 法人文書ファイル名 作成・取得者
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保存期間の
起算日

保存期間 保存期間満了日
媒体の
種別

保存場所 文書管理者
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満了時の
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庶務 給与 その他 労働保険料・法定福利費関係綴(平成29年度） 総務部人事課給与支給係 2017年度 2018/4/1 7年 2025/3/31 紙 総務部倉庫 総務部職員課課長 廃棄

当初保存期間満了日：
2023年3月31日
延長期間：２年
延長の理由：会計実施
規程第8条の保存年限
に修正するため

庶務 給与 その他 労働保険料・法定福利費関係綴(平成30年度） 総務部人事課給与支給係 2018年度 2019/4/1 7年 2026/3/31 紙 総務部倉庫 総務部職員課課長 廃棄

当初保存期間満了日：
2024年3月31日
延長期間：２年
延長の理由：会計実施
規程第8条の保存年限
に修正するため

庶務 給与 その他 FBデータ送信表(平成28年度） 総務部人事課給与支給係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 総務部倉庫 総務部職員課課長 廃棄 分割
庶務 給与 その他 FBデータ送信表(平成29年度） 総務部人事課給与支給係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 総務部倉庫 総務部職員課課長 廃棄 分割
庶務 給与 その他 FBデータ送信表(平成30年度） 総務部人事課給与支給係 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 総務部倉庫 総務部職員課課長 廃棄 分割
庶務 給与 その他 FBデータ送信表(平成31年度） 総務部人事課給与支給係 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄 分割
庶務 給与 その他 給与口座振込申出・変更申請書(平成28年度） 総務部人事課給与支給係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 総務部倉庫 総務部職員課課長 廃棄 分割
庶務 給与 その他 給与口座振込申出・変更申請書(平成29年度） 総務部人事課給与支給係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 総務部倉庫 総務部職員課課長 廃棄 分割
庶務 給与 その他 給与口座振込申出・変更申請書(平成30年度） 総務部人事課給与支給係 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 総務部倉庫 総務部職員課課長 廃棄 分割
庶務 給与 その他 給与口座振込申出・変更申請書(平成31年度） 総務部人事課給与支給係 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 総務部倉庫 総務部職員課課長 廃棄 分割
庶務 給与 その他 外部資金人件費明細(平成28年度） 総務部人事課給与支給係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 総務部倉庫 総務部職員課課長 廃棄 分割
庶務 給与 その他 外部資金人件費明細(平成29年度） 総務部人事課給与支給係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 総務部倉庫 総務部職員課課長 廃棄 分割
庶務 給与 その他 外部資金人件費明細(平成30年度） 総務部人事課給与支給係 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 総務部倉庫 総務部職員課課長 廃棄 分割
庶務 給与 その他 外部資金人件費明細(平成31年度） 総務部人事課給与支給係 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 電子 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄

庶務 給与 その他 財務会計振替伝票(平成26年度） 総務部人事課給与支給係 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 総務部倉庫 総務部職員課課長 廃棄

当初保存期間満了日：
2020年3月31日
延長期間：２年
延長の理由：会計実施
規程第8条の保存年限
に修正するため

庶務 給与 その他 財務会計振替伝票(平成27年度） 総務部人事課給与支給係 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 総務部倉庫 総務部職員課課長 廃棄

当初保存期間満了日：
2021年3月31日
延長期間：２年
延長の理由：会計実施
規程第8条の保存年限
に修正するため

庶務 給与 その他 財務会計振替伝票(平成28年度） 総務部人事課給与支給係 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 総務部倉庫 総務部職員課課長 廃棄

当初保存期間満了日：
2022年3月31日
延長期間：２年
延長の理由：会計実施
規程第8条の保存年限
に修正するため

庶務 給与 その他 財務会計振替伝票(平成29年度） 総務部人事課給与支給係 2017年度 2018/4/1 7年 2025/3/31 紙 総務部倉庫 総務部職員課課長 廃棄

当初保存期間満了日：
2023年3月31日
延長期間：２年
延長の理由：会計実施
規程第8条の保存年限
に修正するため

庶務 給与 その他 財務会計振替伝票(平成30年度） 総務部人事課給与支給係 2018年度 2019/4/1 7年 2026/3/31 紙 総務部倉庫 総務部職員課課長 廃棄

当初保存期間満了日：
2024年3月31日
延長期間：２年
延長の理由：会計実施
規程第8条の保存年限
に修正するため

庶務 給与 その他 財務会計振替伝票(平成31年度） 総務部人事課給与支給係 2019年度 2020/4/1 7年 2027/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄

庶務 給与 その他 修正伝票 総務部人事課給与支給係 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 総務部倉庫 総務部職員課課長 廃棄

当初保存期間満了日：
2021年3月31日
延長期間：２年
延長の理由：会計実施
規程第8条の保存年限
に修正するため

庶務 給与 その他 修正伝票 総務部人事課給与支給係 2018年度 2019/4/1 7年 2026/3/31 紙 総務部倉庫 総務部職員課課長 廃棄

当初保存期間満了日：
2024年3月31日
延長期間：２年
延長の理由：会計実施
規程第8条の保存年限
に修正するため

庶務 給与 その他 修正伝票 総務部人事課給与支給係 2019年度 2020/4/1 7年 2027/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 社会保険 雇用保険被保険者離職証明書（平成30年度） 総務部人事課給与支給係 2018年度 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 総務部倉庫 総務部職員課課長 廃棄 分割2
庶務 福利厚生 社会保険 雇用保険被保険者離職証明書（平成31年度） 総務部人事課給与支給係 2019年度 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 総務部倉庫 総務部職員課課長 廃棄 分割2
庶務 福利厚生 社会保険 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(常勤） 総務部人事課職員係 2003年度 未完 退職後2年 未完 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄 個人別
庶務 福利厚生 社会保険 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(非常勤） 総務部人事課職員係 2003年度 未完 退職後2年 未完 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄 個人別
庶務 福利厚生 社会保険 雇用保険被保険者資格喪失確認通知書(常勤） 総務部人事課職員係 2003年度 未完 退職後2年 未完 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄 個人別
庶務 福利厚生 社会保険 雇用保険被保険者資格喪失確認通知書(非常勤） 総務部人事課職員係 2003年度 未完 退職後2年 未完 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄 個人別

庶務 福利厚生 社会保険 介護休業給付金申請書 総務部人事課給与支給係 2018年度 未完
支給完了後
2年

未完 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄 個人別

庶務 福利厚生 社会保険 育児休業申請書 総務部人事課給与支給係 2016年度 未完
支給完了後
2年

未完 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄 個人別

庶務 福利厚生 社会保険 高年齢雇用継続基本給付金申請書 総務部人事課給与支給係 2016年度 未完
支給完了後
2年

未完 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄 個人別

庶務 広報 その他 財形貯蓄関係(平成28年度） 総務部人事課職員係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 広報 その他 財形貯蓄関係(平成29年度） 総務部人事課職員係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 広報 その他 財形貯蓄関係(平成30年度） 総務部人事課職員係 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
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庶務 広報 その他 財形貯蓄関係(令和元年度） 総務部職員課職員係 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 広報 その他 財産形成貯蓄明細書(平成28年度） 総務部人事課職員係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 広報 その他 財産形成貯蓄明細書(平成29年度） 総務部人事課職員係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 広報 その他 財産形成貯蓄明細書(平成30年度） 総務部人事課職員係 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 広報 その他 職員厚生経費関係(平成28年度） 総務部人事課職員係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 広報 その他 職員厚生経費関係(平成29年度） 総務部人事課職員係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 広報 その他 職員厚生経費関係(平成30年度） 総務部人事課職員係 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 一　元帳 予算差引帳（平成23年度） 総務部人事課共済係 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 一　元帳 予算差引帳（平成24年度） 総務部人事課共済係 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 一　元帳 予算差引帳（平成25年度） 総務部人事課共済係 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 一　元帳 予算差引帳（平成26年度） 総務部人事課共済係 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 一　元帳 予算差引帳（平成27年度） 総務部人事課共済係 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 一　元帳 予算差引帳（平成28年度） 総務部人事課共済係 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 一　元帳 予算差引帳（平成29年度） 総務部人事課共済係 2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 一　元帳 予算差引帳（平成30年度） 総務部人事課共済係 2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 一　元帳 予算差引帳（令和元年度） 総務部職員課共済係 2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 一　元帳 補助簿　給付金台帳　貸付金台帳(平成16年) 総務部人事課共済係 2004年度 未完 完済後10年 未完 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 一　元帳 元帳・給付金台帳・貸付金台帳(平成17年度） 総務部人事課共済係 2005年度 未完 完済後10年 未完 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 一　元帳 元帳（平成23年度） 総務部人事課共済係 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 一　元帳 元帳（平成24年度） 総務部人事課共済係 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 一　元帳 元帳（平成25年度） 総務部人事課共済係 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 一　元帳 元帳（平成26年度） 総務部人事課共済係 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 一　元帳 元帳（平成27年度） 総務部人事課共済係 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 一　元帳 元帳（平成28年度） 総務部人事課共済係 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 一　元帳 元帳（平成29年度） 総務部人事課共済係 2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 一　元帳 元帳（平成30年度） 総務部人事課共済係 2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 一　元帳 元帳（令和元年度） 総務部職員課共済係 2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 一　元帳 給付金台帳(平成23年) 総務部人事課共済係 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 一　元帳 給付金台帳(平成24年) 総務部人事課共済係 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 一　元帳 給付金台帳(平成25年) 総務部人事課共済係 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 一　元帳 給付金台帳(平成26年) 総務部人事課共済係 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 一　元帳 給付金台帳(平成27年) 総務部人事課共済係 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 一　元帳 給付金台帳(平成28年) 総務部人事課共済係 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 一　元帳 給付金台帳(平成29年) 総務部人事課共済係 2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 一　元帳 給付金台帳(平成30年) 総務部人事課共済係 2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 一　元帳 給付金台帳(令和元年) 総務部職員課共済係 2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 一　元帳 貸付金台帳　2000年以前　(分割9) 総務部人事課共済係 2015年度 未完 完済後10年 未完 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 一　元帳 貸付金台帳　平成9.4～平成9.9 総務部人事課共済係 1997年度 未完 完済後10年 未完 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 一　元帳 貸付金台帳　平成13.2～平成13.11 総務部人事課共済係 2000年度 未完 完済後10年 未完 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 一　元帳 貸付金台張(平成14年度) 総務部人事課共済係 2002年度 未完 完済後10年 未完 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 一　元帳 貸付金台張(平成15年度) 総務部人事課共済係 2003年度 未完 完済後10年 未完 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 一　元帳 貸付金台張(平成16年度) 総務部人事課共済係 2004年度 未完 完済後10年 未完 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 一　元帳 貸付金台張(平成17年度) 総務部人事課共済係 2005年度 未完 完済後10年 未完 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 一　元帳 貸付金台帳（平成18年度） 総務部人事課共済係 2006年度 未完 完済後10年 未完 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 一　元帳 貸付金台帳（平成19年度） 総務部人事課共済係 2007年度 未完 完済後10年 未完 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 一　元帳 貸付金台帳（平成20年度） 総務部人事課共済係 2008年度 未完 完済後10年 未完 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 一　元帳 貸付金台帳（平成21年度） 総務部人事課共済係 2009年度 未完 完済後10年 未完 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 一　元帳 貸付金台帳（平成22年度） 総務部人事課共済係 2010年度 未完 完済後10年 未完 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 一　元帳 貸付金台帳(平成23年度) 総務部人事課共済係 2011年度 未完 完済後10年 未完 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 一　元帳 貸付金台帳(平成24年度) 総務部人事課共済係 2012年度 未完 完済後10年 未完 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 四　伝票その他 出納職員の官職指定等に関する綴り 総務部人事課共済係 2015年度 未完 解除後7年 未完 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 四　伝票その他 認定　平成20年～平成21年3月 総務部人事課共済係 2008年度 未完 退職等後7 未完 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 四　伝票その他 認定　平成21年4月～9月 総務部人事課共済係 2009年度 未完 退職等後7 未完 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 四　伝票その他 認定　平成21年10月～平成22年4月 総務部人事課共済係 2009年度 未完 退職等後7 未完 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 四　伝票その他 認定　平成22年4月～3月 総務部人事課共済係 2010年度 未完 退職等後7 未完 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 四　伝票その他 認定　平成23年(分割2) 総務部人事課共済係 2011年度 未完 退職等後7 未完 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 四　伝票その他 被扶養者申告書(平成24年)認定（分割2） 総務部人事課共済係 2012年度 未完 退職等後7 未完 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 四　伝票その他 被扶養者(認定)平成25年4月～6月 総務部人事課共済係 2013年度 未完 退職等後7 未完 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 四　伝票その他 被扶養者(認定)　平成25年7月～3月 総務部人事課共済係 2013年度 未完 退職等後7 未完 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 四　伝票その他 被扶養者(認定)　平成26年4月～6月 総務部人事課共済係 2014年度 未完 退職等後7 未完 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 四　伝票その他 被扶養者(認定)　平成26年7月～3月 総務部人事課共済係 2014年度 未完 退職等後7 未完 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 四　伝票その他 扶養認定　平成27年4月～8月 総務部人事課共済係 2015年度 未完 退職等後7 未完 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 四　伝票その他 扶養認定　平成27年9月～3月 総務部人事課共済係 2015年度 未完 退職等後7 未完 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 四　伝票その他 扶養認定　平成28年4月～5月 総務部人事課共済係 2016年度 未完 退職等後7 未完 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 四　伝票その他 扶養認定　平成28年6月～3月 総務部人事課共済係 2016年度 未完 退職等後7 未完 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 四　伝票その他 扶養認定　平成29年4月～5月 総務部人事課共済係 2017年度 未完 退職等後7 未完 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 四　伝票その他 扶養認定　平成29年6月～3月 総務部人事課共済係 2017年度 未完 退職等後7 未完 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 四　伝票その他 扶養認定　平成30年4月～5月 総務部人事課共済係 2018年度 未完 退職等後7 未完 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 四　伝票その他 扶養認定　平成30年6月～3月 総務部人事課共済係 2018年度 未完 退職等後7 未完 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 四　伝票その他 扶養認定　平成31年4月～7月 総務部職員課共済係 2019年度 未完 退職等後7 未完 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 四　伝票その他 扶養認定　令和元年8月～3月 総務部職員課共済係 2019年度 未完 退職等後7 未完 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 四　伝票その他 取消(平成20年) 総務部人事課共済係 2008年度 未完 退職等後7 未完 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 四　伝票その他 取消(平成21年) 総務部人事課共済係 2009年度 未完 退職等後7 未完 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 四　伝票その他 取消(平成22年) 総務部人事課共済係 2010年度 未完 退職等後7 未完 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 四　伝票その他 取消(平成23年) 総務部人事課共済係 2011年度 未完 退職等後7 未完 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 四　伝票その他 被扶養者申告書(平成24年)取消 総務部人事課共済係 2012年度 未完 退職等後7 未完 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 四　伝票その他 被扶養者（取消）平成25年 総務部人事課共済係 2013年度 未完 退職等後7 未完 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 四　伝票その他 被扶養者（取消）平成26年 総務部人事課共済係 2014年度 未完 退職等後7 未完 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 四　伝票その他 被扶養者（取消）平成27年 総務部人事課共済係 2015年度 未完 退職等後7 未完 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 四　伝票その他 被扶養者（取消）平成28年 総務部人事課共済係 2016年度 未完 退職等後7 未完 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 四　伝票その他 被扶養者（取消）平成29年 総務部人事課共済係 2017年度 未完 退職等後7 未完 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 四　伝票その他 被扶養者（取消）平成30年 総務部人事課共済係 2018年度 未完 退職等後7 未完 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 四　伝票その他 被扶養者（取消）令和元年 総務部職員課共済係 2019年度 未完 退職等後7 未完 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
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庶務 福利厚生 四　伝票その他 遠隔地証(平成20年度) 総務部人事課共済係 2008年度 未完 退職等後7 未完 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 四　伝票その他 遠隔地証(平成21年度) 総務部人事課共済係 2009年度 未完 退職等後7 未完 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 四　伝票その他 遠隔地証(平成22年度) 総務部人事課共済係 2010年度 未完 退職等後7 未完 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 四　伝票その他 遠隔地証(平成23年度) 総務部人事課共済係 2011年度 未完 退職等後7 未完 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 四　伝票その他 遠隔地証(平成24年度) 総務部人事課共済係 2012年度 未完 退職等後7 未完 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 四　伝票その他 被扶養者申告書･被扶養者証整理簿(平成24年度) 総務部人事課共済係 2012年度 未完 退職等後7 未完 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 四　伝票その他 組合員証整理簿　(平成24年10月　回収分) 総務部人事課共済係 2012年度 未完 退職等後7 未完 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 四　伝票その他 検認　平成22年(分割7) 総務部人事課共済係 2010年度 未完 退職等後7 未完 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 四　伝票その他 被扶養者の要件の確認　平成23年　(分割6) 総務部人事課共済係 2011年度 未完 退職等後7 未完 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 四　伝票その他 被扶養者の要件の確認(平成24年)（分割5） 総務部人事課共済係 2012年度 未完 退職等後7 未完 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 四　伝票その他 検認　平成25年　(分割9) 総務部人事課共済係 2013年度 未完 退職等後7 未完 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 四　伝票その他 被扶養者の確認　平成26年　(分割6) 総務部人事課共済係 2014年度 未完 退職等後7 未完 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 四　伝票その他 被扶養者の要件の確認（平成27年度）（分割5） 総務部人事課共済係 2015年度 未完 退職等後7 未完 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 四　伝票その他 被扶養者の要件の確認（平成28年度）（分割5） 総務部人事課共済係 2016年度 未完 退職等後7 未完 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄 分割５
庶務 福利厚生 四　伝票その他 被扶養者の要件の確認（平成29年度）（分割7） 総務部人事課共済係 2017年度 未完 退職等後7 未完 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄 分割7
庶務 福利厚生 四　伝票その他 被扶養者の要件の確認（令和元年度）（分割10） 総務部職員課共済係 2019年度 未完 退職等後7 未完 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄 分割10
庶務 福利厚生 四　伝票その他 検認　平成30年　(分割10) 総務部人事課共済係 2018年度 未完 退職等後7 未完 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄 分割10
庶務 福利厚生 四　伝票その他 限度額認定証(平成21年) 総務部人事課共済係 2009年度 未完 退職等後7 未完 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 四　伝票その他 限度額認定証(平成22年) 総務部人事課共済係 2010年度 未完 退職等後7 未完 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 四　伝票その他 限度額認定証(平成23年) 総務部人事課共済係 2011年度 未完 退職等後7 未完 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 四　伝票その他 限度額認定証(平成24年) 総務部人事課共済係 2012年度 未完 退職等後7 未完 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 四　伝票その他 限度額認定証(平成25年) 総務部人事課共済係 2013年度 未完 退職等後7 未完 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 四　伝票その他 限度額認定証(平成26年) 総務部人事課共済係 2014年度 未完 退職等後7 未完 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 四　伝票その他 限度額認定証(平成27年) 総務部人事課共済係 2015年度 未完 退職等後7 未完 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 四　伝票その他 限度額認定証(平成28年) 総務部人事課共済係 2016年度 未完 退職等後7 未完 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 四　伝票その他 限度額認定証(平成29年) 総務部人事課共済係 2017年度 未完 退職等後7 未完 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 四　伝票その他 限度額認定証(平成30年) 総務部人事課共済係 2018年度 未完 退職等後7 未完 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 四　伝票その他 限度額認定証(令和元年) 総務部職員課共済係 2019年度 未完 退職等後7 未完 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 四　伝票その他 証明書　(平成21年) 総務部人事課共済係 2009年度 未完 退職等後7 未完 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 四　伝票その他 証明書　(平成22年) 総務部人事課共済係 2010年度 未完 退職等後7 未完 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 四　伝票その他 証明書　(平成23年) 総務部人事課共済係 2011年度 未完 退職等後7 未完 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 四　伝票その他 記載事項変更(平成24年度) 総務部人事課共済係 2012年度 未完 退職等後7 未完 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 四　伝票その他 記載事項変更(平成25年) 総務部人事課共済係 2013年度 未完 退職等後7 未完 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 四　伝票その他 記載事項変更届(平成27年) 総務部人事課共済係 2015年度 未完 退職等後7 未完 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 四　伝票その他 記載事項変更届・証明願（平成26） 総務部人事課共済係 2014年度 未完 退職等後7 未完 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 四　伝票その他 記載事項変更届・証明願（平成27） 総務部人事課共済係 2015年度 未完 退職等後7 未完 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 四　伝票その他 記載事項変更届・証明願（平成28） 総務部人事課共済係 2016年度 未完 退職等後7 未完 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 四　伝票その他 記載事項変更届・証明願（平成29） 総務部人事課共済係 2017年度 未完 退職等後7 未完 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 四　伝票その他 記載事項変更届・証明願（平成30） 総務部人事課共済係 2018年度 未完 退職等後7 未完 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 四　伝票その他 記載事項変更届・証明願（令和元年） 総務部職員課共済係 2019年度 未完 退職等後7 未完 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 四　伝票その他 国民年金第3号被保険者届（平25年） 総務部人事課共済係 2013年度 未完 退職等後7 未完 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 四　伝票その他 国民年金第3号被保険者届（平26年） 総務部人事課共済係 2014年度 未完 退職等後7 未完 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 四　伝票その他 国民年金第3号被保険者届（平27年） 総務部人事課共済係 2015年度 未完 退職等後7 未完 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 四　伝票その他 国民年金第3号被保険者届（平28年） 総務部人事課共済係 2016年度 未完 退職等後7 未完 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 四　伝票その他 国民年金第3号被保険者届（平29年） 総務部人事課共済係 2017年度 未完 退職等後7 未完 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 四　伝票その他 国民年金第3号被保険者届（平30年） 総務部人事課共済係 2018年度 未完 退職等後7 未完 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 四　伝票その他 国民年金第3号被保険者届（令和元年） 総務部職員課共済係 2019年度 未完 退職等後7 未完 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 四　伝票その他 貸付経理　平成10年　1～3月 総務部人事課共済係 1998年度 未完 完済後7年 未完 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 四　伝票その他 貸付経理(平成10年4月～8月) 総務部人事課共済係 1998年度 未完 完済後7年 未完 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 四　伝票その他 貸付経理(平成10年9月～12月) 総務部人事課共済係 1998年度 未完 完済後7年 未完 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 四　伝票その他 貸付経理　平成12年 総務部人事課共済係 2000年度 未完 完済後7年 未完 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 四　伝票その他 貸付経理　平成13年　(分割2) 総務部人事課共済係 2001年度 未完 完済後7年 未完 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 四　伝票その他 貸付経理　平成14年 総務部人事課共済係 2002年度 未完 完済後7年 未完 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 四　伝票その他 貸付経理　平成15年　(分割2) 総務部人事課共済係 2003年度 未完 完済後7年 未完 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 四　伝票その他 貸付経理　平成16年　（分割2） 総務部人事課共済係 2004年度 未完 完済後7年 未完 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 四　伝票その他 貸付経理　平成17年　(分割2) 総務部人事課共済係 2005年度 未完 完済後7年 未完 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 四　伝票その他 貸付経理　平成18年　(分割2) 総務部人事課共済係 2006年度 未完 完済後7年 未完 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 四　伝票その他 貸付経理（平成19年度）分割2 総務部人事課共済係 2007年度 未完 完済後7年 未完 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 四　伝票その他 貸付経理（平成20年度）分割2 総務部人事課共済係 2008年度 未完 完済後7年 未完 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 四　伝票その他 貸付経理（平成21年度）分割2 総務部人事課共済係 2009年度 未完 完済後7年 未完 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 四　伝票その他 貸付経理（平成22年度）分割2 総務部人事課共済係 2010年度 未完 完済後7年 未完 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 四　伝票その他 貸付経理（平成23年度）分割2 総務部人事課共済係 2011年度 未完 完済後7年 未完 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 四　伝票その他 貸付経理（平成24年度）分割3 総務部人事課共済係 2012年度 未完 完済後7年 未完 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 四　伝票その他 貸付経理（平成25年度）分割3 総務部人事課共済係 2013年度 未完 完済後7年 未完 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 四　伝票その他 貸付経理（平成26年度）分割2 総務部人事課共済係 2014年度 未完 完済後7年 未完 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 四　伝票その他 貸付経理（平成27年度）分割2 総務部人事課共済係 2015年度 未完 完済後7年 未完 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 四　伝票その他 貸付経理（平成28年度）分割2 総務部人事課共済係 2016年度 未完 完済後7年 未完 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 四　伝票その他 貸付経理（平成29年度）分割2 総務部人事課共済係 2017年度 未完 完済後7年 未完 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 四　伝票その他 貸付経理（平成30年度）分割2 総務部人事課共済係 2018年度 未完 完済後7年 未完 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 四　伝票その他 貸付経理（令和元年度） 総務部職員課共済係 2019年度 未完 完済後7年 未完 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 四　伝票その他 業務経理（平成26年度） 総務部人事課共済係 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 四　伝票その他 業務経理（平成27年度） 総務部人事課共済係 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 四　伝票その他 業務経理（平成28年度） 総務部人事課共済係 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 四　伝票その他 業務経理（平成29年度） 総務部人事課共済係 2017年度 2018/4/1 7年 2025/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 四　伝票その他 業務経理（平成30年度） 総務部人事課共済係 2018年度 2019/4/1 7年 2026/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 四　伝票その他 業務経理（令和元年度） 総務部職員課共済係 2019年度 2020/4/1 7年 2027/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 四　伝票その他 短期経理　平成26年　(分割12) 総務部人事課共済係 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 四　伝票その他 短期経理（平成27年度）（分割12） 総務部人事課共済係 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 四　伝票その他 短期経理（平成28年度）分割12 総務部人事課共済係 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 四　伝票その他 短期経理（平成29年度）分割12 総務部人事課共済係 2017年度 2018/4/1 7年 2025/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 四　伝票その他 短期経理（平成30年度）分割12 総務部人事課共済係 2018年度 2019/4/1 7年 2026/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 四　伝票その他 短期経理（令和元年度）分割12 総務部職員課共済係 2019年度 2020/4/1 7年 2027/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 四　伝票その他 保健経理（平成26年度） 総務部人事課共済係 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄
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庶務 福利厚生 四　伝票その他 保健経理（平成27年度） 総務部人事課共済係 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 四　伝票その他 保健経理（平成28年度） 総務部人事課共済係 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 四　伝票その他 保健経理（平成29年度） 総務部人事課共済係 2017年度 2018/4/1 7年 2025/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 四　伝票その他 保健経理（平成30年度） 総務部人事課共済係 2018年度 2019/4/1 7年 2026/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 四　伝票その他 保健経理（令和元年度） 総務部職員課共済係 2019年度 2020/4/1 7年 2027/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 四　伝票その他 再審査　終了レセプト　10～12 総務部人事課共済係 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 四　伝票その他 社会保険診療報酬支払基金　請求内訳等（平成26年度.4月～11月） 総務部人事課共済係 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 四　伝票その他 社会保険診療報酬支払基金　請求内訳等（平成26年.12月～平成27年.8月） 総務部人事課共済係 2014年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 四　伝票その他 社会保険診療報酬支払基金　請求内訳等（平成27年.9月～平成28年.4月） 総務部人事課共済係 2015年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 四　伝票その他 資格喪失後の給付金返還(平成26年) 総務部人事課共済係 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 四　伝票その他 診療報酬返還領収書（平27年） 総務部人事課共済係 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 四　伝票その他 診療報酬返還領収書（平28年） 総務部人事課共済係 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 四　伝票その他 診療報酬返還領収書（平29年） 総務部人事課共済係 2017年度 2018/4/1 7年 2025/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 四　伝票その他 診療報酬返還領収書（平30年） 総務部人事課共済係 2018年度 2019/4/1 7年 2026/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 四　伝票その他 診療報酬返還領収書（令和元年） 総務部職員課共済係 2019年度 2020/4/1 7年 2027/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 四　伝票その他 診療報酬返還請求（保険者間調整）（令和元年） 総務部職員課共済係 2019年度 2020/4/1 7年 2027/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 四　伝票その他 ①小児慢性特定治療対照者②特定疾患治療対象者　所得区分確認等（平成26年度） 総務部人事課共済係 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 四　伝票その他 ①小児慢性特定治療対照者②特定疾患治療対象者　所得区分確認等（平成27年度） 総務部人事課共済係 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 四　伝票その他 ①小児慢性特定治療対照者②特定疾患治療対象者　所得区分確認等（平成28年度） 総務部人事課共済係 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 四　伝票その他 ①小児慢性特定治療対照者②特定疾患治療対象者　所得区分確認等（平成29年度） 総務部人事課共済係 2017年度 2018/4/1 7年 2025/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 四　伝票その他 ①小児慢性特定治療対照者②特定疾患治療対象者　所得区分確認等（平成30年度） 総務部職員課共済係 2018年度 2019/4/1 7年 2026/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 四　伝票その他 ①小児慢性特定治療対照者②特定疾患治療対象者　所得区分確認等（令和元年度） 総務部職員課共済係 2019年度 未完 7年 未完 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 四　伝票その他 共済回送金請求（平成26年） 総務部人事課共済係 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 四　伝票その他 共済回送金請求（平成27年） 総務部人事課共済係 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 四　伝票その他 共済回送金請求（平成28年） 総務部人事課共済係 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 四　伝票その他 共済回送金請求（平成29年） 総務部人事課共済係 2017年度 2018/4/1 7年 2025/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 四　伝票その他 共済回送金請求（平成30年） 総務部人事課共済係 2018年度 2019/4/1 7年 2026/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 四　伝票その他 共済回送金請求（令和元年） 総務部職員課共済係 2019年度 2020/4/1 7年 2027/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 四　伝票その他 厚生経費（平成26年度） 総務部人事課共済係 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 四　伝票その他 厚生経費（平成27年度） 総務部人事課共済係 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 四　伝票その他 厚生経費（平成28年度） 総務部人事課共済係 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 四　伝票その他 厚生経費（平成29年度） 総務部人事課共済係 2017年度 2018/4/1 7年 2025/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 四　伝票その他 厚生経費（平成30年度） 総務部人事課共済係 2018年度 2019/4/1 7年 2026/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 四　伝票その他 厚生経費（令和元年度） 総務部職員課共済係 2019年度 2020/4/1 7年 2027/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 四　伝票その他 交通事故関係 総務部人事課共済係 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 四　伝票その他 第三者加害行為（平成28年） 総務部人事課共済係 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 四　伝票その他 任意継続組合員(平成24年) 総務部人事課共済係 2012年度 2015/4/1 喪失後7年 2022/3/31 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄 個人情報
庶務 福利厚生 四　伝票その他 任意継続組合員（平成25年度） 総務部人事課共済係 2013年度 2016/4/1 喪失後7年 2023/3/31 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄 個人情報
庶務 福利厚生 四　伝票その他 任意継続組合員（平成26年度） 総務部人事課共済係 2014年度 2017/4/1 喪失後7年 2024/3/31 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄 個人情報
庶務 福利厚生 四　伝票その他 任意継続組合員（平成27年度） 総務部人事課共済係 2015年度 2018/4/1 喪失後7年 2025/3/31 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄 個人情報
庶務 福利厚生 四　伝票その他 任意継続組合員（平成28年度） 総務部人事課共済係 2016年度 2019/4/1 喪失後7年 2026/3/31 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄 個人情報
庶務 福利厚生 四　伝票その他 任意継続組合員（平成29年度） 総務部人事課共済係 2017年度 2020/4/1 喪失後7年 2027/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄 個人情報
庶務 福利厚生 四　伝票その他 任意継続組合員（平成30年度） 総務部人事課共済係 2018年度 未完 喪失後7年 2028/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄 個人情報
庶務 福利厚生 四　伝票その他 任意継続組合員（令和元年度） 総務部職員課共済係 2019年度 未完 喪失後7年 2029/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄 個人情報
庶務 福利厚生 四　伝票その他 組合員数･扶養者掛金リスト 総務部人事課共済係 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 四　伝票その他 育休期間掛金免除申請 総務部人事課共済係 2015年度 未完 退職等後7 未完 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 四　伝票その他 産休掛金免除申出書 総務部人事課共済係 2015年度 未完 退職等後7 未完 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 四　伝票その他 休職者掛金関係（平成26年度） 総務部人事課共済係 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 四　伝票その他 休職者掛金関係（平成27年度） 総務部人事課共済係 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 四　伝票その他 休職者掛金関係（平成28年度） 総務部人事課共済係 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 四　伝票その他 休職者掛金関係（平成29年度） 総務部人事課共済係 2017年度 2018/4/1 7年 2025/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 四　伝票その他 休職者掛金関係（平成30年度） 総務部人事課共済係 2018年度 2019/4/1 7年 2026/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 四　伝票その他 休職者掛金関係（令和元年度） 総務部職員課共済係 2019年度 2020/4/1 7年 2027/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 四　伝票その他 短期経理　介護掛金・長期掛金回送（平成26年度） 総務部人事課共済係 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 四　伝票その他 短期経理　介護掛金・長期掛金回送（平成27年度） 総務部人事課共済係 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 四　伝票その他 短期経理　介護掛金・長期掛金回送（平成28年度） 総務部人事課共済係 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 四　伝票その他 短期経理　介護掛金・長期掛金回送（平成29年度） 総務部人事課共済係 2017年度 2018/4/1 7年 2025/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 四　伝票その他 短期経理　介護掛金・長期掛金回送（平成30年度） 総務部人事課共済係 2018年度 2019/4/1 7年 2026/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 四　伝票その他 短期経理　介護掛金・長期掛金回送（令和元年度） 総務部職員課共済係 2019年度 2020/4/1 7年 2027/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 四　伝票その他 貸付決定一返済二差引貸付額(平成3.4) 総務部人事課共済係 1991年度 未完 完済後7年 未完 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 四　伝票その他 平成16年度　貸付元利返済金の徴収について(依頼) 総務部人事課共済係 2004年度 未完 完済後7年 未完 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 四　伝票その他 平成16年度　組合員貸付金残高内訳書について(報告) 総務部人事課共済係 2004年度 未完 完済後7年 未完 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 四　伝票その他 借用書返還（平成26年度） 総務部人事課共済係 2014年度 2015/4/1 完済後7年 2022/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 四　伝票その他 借用書返還（平成27年度） 総務部人事課共済係 2015年度 2016/4/1 完済後7年 2023/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 四　伝票その他 借用書返還（平成28年度） 総務部人事課共済係 2016年度 2017/4/1 完済後7年 2024/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 四　伝票その他 借用書返還（平成29年度） 総務部人事課共済係 2017年度 2018/4/1 完済後7年 2025/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 四　伝票その他 借用書返還（平成30年度） 総務部人事課共済係 2018年度 2019/4/1 完済後7年 2026/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 四　伝票その他 借用書返還（令和元年度） 総務部職員課共済係 2019年度 2020/4/1 完済後7年 2027/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 四　伝票その他 貸付一覧表①（平成14年） 総務部人事課共済係 2002年度 未完 完済後7年 未完 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 四　伝票その他 貸付一覧表②（平成15年） 総務部人事課共済係 2003年度 未完 完済後7年 未完 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 四　伝票その他 新共済システム貸付元利金徴収内訳書等（平成18年） 総務部人事課共済係 2006年度 未完 完済後7年 未完 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 四　伝票その他 新共済システム貸付元利金徴収内訳書等（平成19年） 総務部人事課共済係 2007年度 未完 完済後7年 未完 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 四　伝票その他 貸付申込書 総務部人事課共済係 2015年度 未完 完済後7年 未完 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 四　伝票その他 貸付元利金徴収内訳書(平成20年) 総務部人事課共済係 2008年度 未完 完済後7年 未完 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 四　伝票その他 貸付元利金徴収内訳書(平成22年) 総務部人事課共済係 2010年度 未完 完済後7年 未完 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 四　伝票その他 貸付元利金徴収内訳書(平成23年) 総務部人事課共済係 2011年度 未完 完済後7年 未完 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 四　伝票その他 貸付関係　平成17年 総務部人事課共済係 2005年度 未完 完済後7年 未完 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 四　伝票その他 貸付関係　平成18年 総務部人事課共済係 2006年度 未完 完済後7年 未完 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 四　伝票その他 残高証明　負担軽減　　平成7.7～平成9.2 総務部人事課共済係 1995年度 未完 完済後7年 未完 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 四　伝票その他 貯金・団終①(平成17年度) 総務部人事課共済係 2005年度 未完 脱退後7年 未完 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 四　伝票その他 貯金団終　平成19年 総務部人事課共済係 2007年度 未完 脱退後7年 未完 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 四　伝票その他 貯金･団終　平成19年 総務部人事課共済係 2007年度 未完 脱退後7年 未完 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 四　伝票その他 貯金･団終(平成21年度) 総務部人事課共済係 2009年度 未完 脱退後7年 未完 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄
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庶務 福利厚生 四　伝票その他 貯金･団終(平成22年度) 総務部人事課共済係 2010年度 未完 脱退後7年 未完 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 四　伝票その他 貯金･団終(平成23年度) 総務部人事課共済係 2011年度 未完 脱退後7年 未完 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 四　伝票その他 積立貯金･団体積立終身保険(平成22年度) 総務部人事課共済係 2010年度 未完 脱退後7年 未完 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 四　伝票その他 積立貯金･団体積立終身保険(平成23年度) 総務部人事課共済係 2011年度 未完 脱退後7年 未完 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 四　伝票その他 貯金・団終(重要)（平成23年度） 総務部人事課共済係 2011年度 未完 脱退後7年 未完 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 四　伝票その他 積立貯金残高明細書・貯金振込先明細書(平成23年3月～9月) 総務部人事課共済係 2010年度 未完 脱退後7年 未完 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 四　伝票その他 積立貯金残高明細書・貯金振込先明細書(平成24年5月～) 総務部人事課共済係 2012年度 未完 脱退後7年 未完 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 四　伝票その他 積立貯金残高明細書・貯金振込先明細書(平成24年12月～平成25年5月) 総務部人事課共済係 2012年度 未完 脱退後7年 未完 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 四　伝票その他 積立貯金残高明細書・貯金振込先明細書(平成25年6月～平成26年12月) 総務部人事課共済係 2013年度 未完 脱退後7年 未完 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 四　伝票その他 積立貯金残高明細書・貯金振込先明細書(平成26年1月～8月) 総務部人事課共済係 2013年度 未完 脱退後7年 未完 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 四　伝票その他 積立貯金残高明細書・貯金振込先明細書(平成26年8月～平成27年2月) 総務部人事課共済係 2014年度 未完 脱退後7年 未完 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 四　伝票その他 積立貯金 総務部人事課共済係 2015年度 未完 脱退後7年 未完 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 四　伝票その他 積立貯金の団体積立終身保険 総務部人事課共済係 2013年度 未完 脱退後7年 未完 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 四　伝票その他 貯金･団終の退職者及び解約分 総務部人事課共済係 2015年度 未完 脱退後7年 未完 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 四　伝票その他 積立貯金解約 総務部人事課共済係 2015年度 未完 脱退後7年 未完 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 四　伝票その他 解約 総務部人事課共済係 2015年度 未完 脱退後7年 未完 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 四　伝票その他 団終徴収内訳書(平成23年) 総務部人事課共済係 2011年度 未完 脱退後7年 未完 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 四　伝票その他 団終徴収内訳書(平成24年) 総務部人事課共済係 2012年度 未完 脱退後7年 未完 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 四　伝票その他 貯金・団終　徴収内訳書綴 総務部人事課共済係 2015年度 未完 脱退後7年 未完 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 四　伝票その他 貯金・団終　内訳書（平成25年度～平成26年度10月） 総務部人事課共済係 2013年度 未完 脱退後7年 未完 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 四　伝票その他 貯金・団終内訳書（平成26年度） 総務部人事課共済係 2014年度 未完 脱退後7年 未完 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 四　伝票その他 転出者　貯金・団終関係書類の写　綴り（平成24年度～） 総務部人事課共済係 2012年度 未完 脱退後7年 未完 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 四　伝票その他 積立貯金残高証明書（平成27年度～） 総務部人事課共済係 2015年度 未完 脱退後7年 未完 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 四　伝票その他 貯金･団終個人資料　(分割7) 総務部人事課共済係 2015年度 未完 脱退後7年 未完 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 四　伝票その他 団終関係（63年8月分～）No2 総務部人事課共済係 1988年度 未完 脱退後7年 未完 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 四　伝票その他 グループ保険給付金等請求関係(平成17年度) 総務部人事課共済係 2005年度 未完 脱退後7年 未完 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 四　伝票その他 文部科学省共済組合保険事業･グループ保険･団体傷害保険･がん保険(平成18年度) 総務部人事課共済係 2006年度 未完 脱退後7年 未完 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 四　伝票その他 文部科学省共済組合保険事業･グループ保険･団体傷害保険･がん保険(平成19年度) 総務部人事課共済係 2007年度 未完 脱退後7年 未完 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 四　伝票その他 文部科学省共済組合保険事業･グループ保険･団体傷害保険･がん保険(平成20年度) 総務部人事課共済係 2008年度 未完 脱退後7年 未完 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 四　伝票その他 文部科学省共済組合保険事業関係(ｸﾞﾙ-ﾌﾟ・団体傷害・がん）(平成21年度） 総務部人事課共済係 2009年度 未完 脱退後7年 未完 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 四　伝票その他 文部科学省共済組合保険事業関係(ｸﾞﾙ-ﾌﾟ・団体傷害・がん）(平成22年度） 総務部人事課共済係 2010年度 未完 脱退後7年 未完 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 四　伝票その他 文部科学省共済組合保険事業関係(ｸﾞﾙ-ﾌﾟ・団体傷害・がん）(平成23年度） 総務部人事課共済係 2011年度 未完 脱退後7年 未完 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 四　伝票その他 グループ保険一覧･団体傷害保険一覧･がん保険(平成23年) 総務部人事課共済係 2011年度 未完 脱退後7年 未完 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 四　伝票その他 グループ保険・がん保険・団体傷害保険　申込書控え（平成24年度） 総務部人事課共済係 2012年度 未完 脱退後7年 未完 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 四　伝票その他 グループ保険・がん保険・団体傷害保険（平成26年度） 総務部人事課共済係 2014年度 未完 脱退後7年 未完 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 四　伝票その他 文部科学省共済組合保険事業関係(ｸﾞﾙ-ﾌﾟ・団体傷害・がん）(2014年度） 総務部人事課共済係 2014年度 未完 脱退後7年 未完 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 四　伝票その他 文部科学省共済組合保険事業関係(ｸﾞﾙ-ﾌﾟ・団体傷害・がん）(2015年度） 総務部人事課共済係 2015年度 未完 脱退後7年 未完 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 四　伝票その他 アイリスプラン関係綴（平成18年） 総務部人事課共済係 2006年度 未完 脱退後7年 未完 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 四　伝票その他 アイリスプラン関係綴（平成19年） 総務部人事課共済係 2007年度 未完 脱退後7年 未完 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 四　伝票その他 アイリスプラン関係綴（平成20年） 総務部人事課共済係 2008年度 未完 脱退後7年 未完 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 四　伝票その他 アイリスプラン関係綴（平成21年） 総務部人事課共済係 2009年度 未完 脱退後7年 未完 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 四　伝票その他 アイリスプラン関係綴（平成22年） 総務部人事課共済係 2010年度 未完 脱退後7年 未完 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 四　伝票その他 アイリスプラン関係綴（平成23年） 総務部人事課共済係 2011年度 未完 脱退後7年 未完 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 四　伝票その他 アイリスプラン関係綴（平成24年） 総務部人事課共済係 2012年度 未完 脱退後7年 未完 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 四　伝票その他 アイリスプラン関係綴（平成25年） 総務部人事課共済係 2013年度 未完 脱退後7年 未完 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 四　伝票その他 アイリスプラン関係綴（平成26年） 総務部人事課共済係 2014年度 未完 脱退後7年 未完 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 四　伝票その他 アイリスプラン関係綴（平成27年） 総務部人事課共済係 2015年度 未完 脱退後7年 未完 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 四　伝票その他 アイリスプラン関係綴（平成28年） 総務部人事課共済係 2016年度 未完 脱退後7年 未完 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 四　伝票その他 アイリスプラン関係綴（平成29年） 総務部人事課共済係 2017年度 未完 脱退後7年 未完 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 四　伝票その他 アイリスプラン関係綴（平成30年） 総務部人事課共済係 2018年度 未完 脱退後7年 未完 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 四　伝票その他 団信事業関係1 総務部人事課共済係 1996年度 未完 脱退後7年 未完 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 四　伝票その他 団体積立終身保険申込書綴 総務部人事課共済係 2015年度 未完 脱退後7年 未完 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 四　伝票その他 共済福祉事業保険加入者名簿（兼保険料徴収関係）平成19年 総務部人事課共済係 2007年度 未完 脱退後7年 未完 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 四　伝票その他 共済福祉事業保険加入者名簿（兼保険料徴収関係）平成20年 総務部人事課共済係 2008年度 未完 脱退後7年 未完 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 四　伝票その他 文部省職員希望者グループ保険配当金 総務部人事課共済係 1992年度 未完 脱退後7年 未完 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 四　伝票その他 グループ保険申込書控（平成15年度） 総務部人事課共済係 2003年度 未完 脱退後7年 未完 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 四　伝票その他 グループ保険申込書控（平成16年度） 総務部人事課共済係 2004年度 未完 脱退後7年 未完 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 四　伝票その他 グループ保険申込書控（平成14年度） 総務部人事課共済係 2002年度 未完 脱退後7年 未完 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 四　伝票その他 グループ保険申込書控（平成17年度） 総務部人事課共済係 2005年度 未完 脱退後7年 未完 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 四　伝票その他 グループ保険申込書控（平成18年度） 総務部人事課共済係 2006年度 未完 脱退後7年 未完 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 四　伝票その他 グループ保険申込書控（平成19年度） 総務部人事課共済係 2007年度 未完 脱退後7年 未完 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 四　伝票その他 グループ保険一覧・団体傷害保険一覧・がん保険一覧（平成22年度） 総務部人事課共済係 2010年度 未完 脱退後7年 未完 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 四　伝票その他 財形持家融資事業貸付関係書類（平成16年度～） 総務部人事課共済係 2004年度 未完 完済後7年 未完 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 四　伝票その他 被用者年金制度一元化　(研修資料)（平成27年度） 総務部人事課共済係 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 四　伝票その他 特約施設利用申込書（平成26年） 総務部人事課共済係 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 四　伝票その他 特約施設利用申込書（平成27年） 総務部人事課共済係 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 四　伝票その他 特約施設利用申込書（平成28年） 総務部人事課共済係 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 四　伝票その他 特約施設利用申込書（平成29年） 総務部人事課共済係 2017年度 2018/4/1 7年 2025/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 四　伝票その他 特約施設利用申込書（平成30年） 総務部人事課共済係 2018年度 2019/4/1 7年 2026/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 四　伝票その他 沖縄地区特約施設連絡協議会 総務部人事課共済係 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 四　伝票その他 出張報告書（平成26年） 総務部人事課共済係 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 四　伝票その他 会議関係資料（平成26年度） 総務部人事課共済係 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 四　伝票その他 育児掛金免除申請書（平成18年度） 総務部人事課共済係 2006年度 未完 退職等後7 未完 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 四　伝票その他 育児掛金免除申請書（平成19年度） 総務部人事課共済係 2007年度 未完 退職等後7 未完 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 四　伝票その他 育児掛金免除申請書（平成20年度） 総務部人事課共済係 2008年度 未完 退職等後7 未完 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 四　伝票その他 育児掛金免除申請書（平成21年度） 総務部人事課共済係 2009年度 未完 退職等後7 未完 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 四　伝票その他 育児掛金免除申請書（平成22年度） 総務部人事課共済係 2010年度 未完 退職等後7 未完 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 四　伝票その他 育児掛金免除申請書（平成23年度） 総務部人事課共済係 2011年度 未完 退職等後7 未完 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 四　伝票その他 育児掛金免除申請書（平成24年度） 総務部人事課共済係 2012年度 未完 退職等後7 未完 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 四　伝票その他 育児掛金免除申請書（平成25年度） 総務部人事課共済係 2013年度 未完 退職等後7 未完 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 四　伝票その他 育児掛金免除申請書（平成17年度） 総務部人事課共済係 2005年度 未完 退職等後7 未完 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 五　報告書類 事業報告書（平成30年度）（分割2） 総務部人事課共済係 2018年度 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 五　報告書類 事業報告書（令和元年度）（分割3） 総務部職員課共済係 2019年度 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
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庶務 福利厚生 五　報告書類 依頼・通知等（本部）（平成30年度） 総務部人事課共済係 2018年度 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 五　報告書類 依頼・通知等（本部）（令和元年度） 総務部職員課共済係 2019年度 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 五　報告書類 依頼・通知等（その他）（平成30年度） 総務部人事課共済係 2018年度 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 五　報告書類 依頼・通知等（その他）（令和元年度） 総務部職員課共済係 2019年度 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 五　報告書類 貸付金関係（平成29年度） 総務部人事課共済係 2017年度 未完 完済後７年 未完 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 五　報告書類 貸付金関係（平成30年度） 総務部人事課共済係 2018年度 未完 完済後７年 未完 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 五　報告書類 貸付金関係（令和元年度） 総務部職員課共済係 2019年度 未完 完済後7年 未完 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 五　報告書類 共済組合員動態統計調査(平成30年） 総務部人事課共済係 2018年度 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄 個人情報
庶務 福利厚生 五　報告書類 共済組合員動態統計調査(令和元年） 総務部職員課共済係 2019年度 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄 個人情報
庶務 福利厚生 五　報告書類 医療状況実施動態統計調査票綴(平成30年) 総務部人事課共済係 2018年度 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 五　報告書類 医療状況実施動態統計調査票綴(令和元年) 総務部人事課共済係 2019年度 未完 3年 未完 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 監査 監査関係綴り（平成24年度） 総務部人事課共済係 2012年度 2013/4/1 10年 2023/4/1 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 監査 監査関係綴り（平成27年度） 総務部人事課共済係 2015年度 2016/4/1 10年 2026/4/1 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 監査 監査関係綴り（平成30年度） 総務部人事課共済係 2018年度 2019/4/1 10年 2029/4/1 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 監査 定期監査関係（平成26年度） 総務部人事課共済係 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 監査 定期監査関係（平成27年度） 総務部人事課共済係 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 監査 定期監査関係（平成28年度） 総務部人事課共済係 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 監査 定期監査関係（平成29年度） 総務部人事課共済係 2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 監査 定期監査関係（平成30年度） 総務部人事課共済係 2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 監査 定期監査関係（令和元年度） 総務部職員課共済係 2019年度 2020/4/1 10年 2030/4/1 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 長期給付 長期組合員資格取得等(平成15年度) 総務部人事課共済係 2003年度 2004/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄 個人情報
庶務 福利厚生 長期給付 資格取得届(平成20年10月～平成23年3月) 総務部人事課共済係 2008年度 2012/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄 個人情報
庶務 福利厚生 長期給付 資格取得届（平成23年度） 総務部人事課共済係 2011年度 2012/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄 個人情報
庶務 福利厚生 長期給付 資格取得届（平成24年度） 総務部人事課共済係 2012年度 2013/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄 個人情報
庶務 福利厚生 長期給付 資格取得届（平成26年度） 総務部人事課共済係 2014年度 2015/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄 個人情報
庶務 福利厚生 長期給付 資格取得届（平成27年度） 総務部人事課共済係 2015年度 2016/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄 個人情報
庶務 福利厚生 長期給付 資格取得（平成26年） 総務部人事課共済係 2014年度 2015/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄 個人情報
庶務 福利厚生 長期給付 資格取得（平成27年） 総務部人事課共済係 2015年度 2016/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄 個人情報
庶務 福利厚生 長期給付 長期組合員資格取得・変更（平成24年度） 総務部人事課共済係 2012年度 2013/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄 個人情報
庶務 福利厚生 長期給付 長期組合員資格取得・変更（平成27年度）（分割2） 総務部人事課共済係 2015年度 2016/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄 個人情報
庶務 福利厚生 長期給付 長期組合員資格取得・変更（平成28年度）（分割2） 総務部人事課共済係 2016年度 2017/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄 個人情報
庶務 福利厚生 長期給付 長期組合員資格取得・変更（平成29年度） 総務部人事課共済係 2017年度 2018/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄 個人情報
庶務 福利厚生 長期給付 長期組合員資格取得・変更（平成30年度） 総務部人事課共済係 2018年度 2019/4/1 無期限 無期限 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄 個人情報
庶務 福利厚生 長期給付 長期組合員資格取得・変更（令和元年度） 総務部職員課共済係 2019年度 2020/4/1 無期限 無期限 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄 個人情報
庶務 福利厚生 長期給付 長期組合員資格情報訂正・取消・削除等（平成27年度） 総務部人事課共済係 2015年度 2016/4/1 無期限 無期限 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄 個人情報
庶務 福利厚生 長期給付 長期組合員資格情報訂正・取消・削除等（平成28年度） 総務部人事課共済係 2016年度 2017/4/1 無期限 無期限 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄 個人情報
庶務 福利厚生 長期給付 長期組合員資格情報訂正・取消・削除等（平成29年度） 総務部人事課共済係 2017年度 2018/4/1 無期限 無期限 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄 個人情報
庶務 福利厚生 長期給付 長期組合員資格情報訂正・取消・削除等（平成30年度） 総務部人事課共済係 2018年度 2019/4/1 無期限 無期限 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄 個人情報
庶務 福利厚生 長期給付 長期組合員資格情報訂正・取消・削除等（令和元年度） 総務部職員課共済係 2019年度 2020/4/1 無期限 無期限 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄 個人情報
庶務 福利厚生 長期給付 転出・転入届け(昭和55年2月～60年5月） 総務部人事課共済係 1979年度 1986/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄 個人情報
庶務 福利厚生 長期給付 転出・転入届け(昭和63年2月～平成5年3月） 総務部人事課共済係 1987年度 1993/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄 個人情報
庶務 福利厚生 長期給付 転出・転入届け(平成6年4月～平成7年9月） 総務部人事課共済係 1994年度 1996/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄 個人情報
庶務 福利厚生 長期給付 転出・転入届け(平成7年10月～平成10年3月） 総務部人事課共済係 1995年度 1998/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄 個人情報
庶務 福利厚生 長期給付 転出・転入届け(平成10年4月～平成12年3月） 総務部人事課共済係 1998年度 2000/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄 個人情報
庶務 福利厚生 長期給付 転出・転入届け(平成12年4月～平成16年度） 総務部人事課共済係 2000年度 2005/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄 個人情報
庶務 福利厚生 長期給付 転出・転入届(平成16年度～平成20年10月） 総務部人事課共済係 2004年度 2009/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄 個人情報
庶務 福利厚生 長期給付 転出・転入届(平成20年11月～平成24年8月） 総務部人事課共済係 2008年度 2012/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄 個人情報
庶務 福利厚生 長期給付 転出・転入届(平成24年9月～平成26年3月） 総務部人事課共済係 2012年度 2014/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄 個人情報
庶務 福利厚生 長期給付 転出・転入届（平成27年度） 総務部人事課共済係 2015年度 2016/4/1 無期限 無期限 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄 個人情報
庶務 福利厚生 長期給付 転出・転入届（平成28年度） 総務部人事課共済係 2016年度 2017/4/1 無期限 無期限 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄 個人情報
庶務 福利厚生 長期給付 転出・転入届（平成29年度） 総務部人事課共済係 2017年度 2018/4/1 無期限 無期限 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄 個人情報
庶務 福利厚生 長期給付 転出・転入届（平成30年度） 総務部人事課共済係 2018年度 2019/4/1 無期限 無期限 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄 個人情報
庶務 福利厚生 長期給付 転出・転入届（令和元年度） 総務部職員課共済係 2019年度 2020/4/1 無期限 無期限 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄 個人情報
庶務 福利厚生 長期給付 転入･転出･退職届(平成18年) 総務部人事課共済係 2006年度 2007/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄 個人情報
庶務 福利厚生 長期給付 転入･転出･退職届(平成19年) 総務部人事課共済係 2007年度 2008/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄 個人情報
庶務 福利厚生 長期給付 転入･転出･退職届(平成20年4月～平成20年10月) 総務部人事課共済係 2008年度 2009/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄 個人情報
庶務 福利厚生 長期給付 国家公務員退職票(昭和58年度） 総務部人事課共済係 1983年度 1996/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄 個人情報
庶務 福利厚生 長期給付 国家公務員退職票(昭和59年度） 総務部人事課共済係 1984年度 1985/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄 個人情報
庶務 福利厚生 長期給付 国家公務員退職票(昭和60年度） 総務部人事課共済係 1985年度 1986/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄 個人情報
庶務 福利厚生 長期給付 国家公務員退職票(昭和61年度） 総務部人事課共済係 1986年度 1987/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄 個人情報
庶務 福利厚生 長期給付 国家公務員退職票(昭和62年度） 総務部人事課共済係 1987年度 1988/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄 個人情報
庶務 福利厚生 長期給付 国家公務員退職票(昭和63年度） 総務部人事課共済係 1988年度 1989/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄 個人情報
庶務 福利厚生 長期給付 国家公務員退職票(平成元年度） 総務部人事課共済係 1989年度 1990/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄 個人情報
庶務 福利厚生 長期給付 国家公務員退職票(平成2年度） 総務部人事課共済係 1990年度 1991/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄 個人情報
庶務 福利厚生 長期給付 国家公務員退職票(平成3年度） 総務部人事課共済係 1991年度 1992/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄 個人情報
庶務 福利厚生 長期給付 国家公務員退職票(平成4年度） 総務部人事課共済係 1992年度 1993/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄 個人情報
庶務 福利厚生 長期給付 国家公務員退職票(平成5年度） 総務部人事課共済係 1993年度 1994/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄 個人情報
庶務 福利厚生 長期給付 国家公務員退職票(平成6年度） 総務部人事課共済係 1994年度 1995/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄 個人情報
庶務 福利厚生 長期給付 国家公務員退職票(平成7年度） 総務部人事課共済係 1995年度 1996/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄 個人情報
庶務 福利厚生 長期給付 国家公務員退職票(平成8年度） 総務部人事課共済係 1996年度 1997/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄 個人情報
庶務 福利厚生 長期給付 国家公務員退職票(平成9年度） 総務部人事課共済係 1997年度 1998/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄 個人情報
庶務 福利厚生 長期給付 国家公務員退職票(平成10年度） 総務部人事課共済係 1998年度 1999/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄 個人情報
庶務 福利厚生 長期給付 国家公務員退職票(平成11年度） 総務部人事課共済係 1999年度 2000/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄 個人情報
庶務 福利厚生 長期給付 国家公務員退職票(平成12年度） 総務部人事課共済係 2000年度 2001/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄 個人情報
庶務 福利厚生 長期給付 国家公務員退職票(平成13年度） 総務部人事課共済係 2001年度 2002/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄 個人情報
庶務 福利厚生 長期給付 国家公務員退職票(平成14年度） 総務部人事課共済係 2002年度 2003/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄 個人情報
庶務 福利厚生 長期給付 国家公務員退職票(平成15年度） 総務部人事課共済係 2003年度 2004/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄 個人情報
庶務 福利厚生 長期給付 退職届(昭和50年7月～昭和55年3月） 総務部人事課共済係 1975年度 1980/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄 個人情報
庶務 福利厚生 長期給付 退職届(昭和55年度～60年度） 総務部人事課共済係 1980年度 1986/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄 個人情報
庶務 福利厚生 長期給付 退職届(昭和61年7月～昭和63年3月31日） 総務部人事課共済係 1986年度 1988/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄 個人情報
庶務 福利厚生 長期給付 退職届(昭和63年4月～昭和63年12月31日） 総務部人事課共済係 1988年度 1989/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄 個人情報
庶務 福利厚生 長期給付 退職届(昭和64年1月～平成4年12月） 総務部人事課共済係 1988年度 1993/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄 個人情報
庶務 福利厚生 長期給付 退職届(平成4年11月～平成5年7月） 総務部人事課共済係 1992年度 1994/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄 個人情報
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庶務 福利厚生 長期給付 退職届(平成5年12月～平成6年10月） 総務部人事課共済係 1993年度 1995/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄 個人情報
庶務 福利厚生 長期給付 退職届等（年金関係）　(平成7年度） 総務部人事課共済係 1995年度 1996/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄 個人情報
庶務 福利厚生 長期給付 退職届(平成7年度） 総務部人事課共済係 1995年度 1996/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄 分割2　個人情報
庶務 福利厚生 長期給付 退職届(平成8年度） 総務部人事課共済係 1996年度 1997/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄 個人情報
庶務 福利厚生 長期給付 退職届(平成9年度） 総務部人事課共済係 1997年度 1998/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄 個人情報
庶務 福利厚生 長期給付 退職届（長期関係）(平成8年度） 総務部人事課共済係 1996年度 1997/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄 個人情報
庶務 福利厚生 長期給付 退職届（長期関係）(平成9年4月～平成11年6月） 総務部人事課共済係 1997年度 2000/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄 個人情報
庶務 福利厚生 長期給付 退職届(平成11年度7月～平成12年度12月） 総務部人事課共済係 1999年度 2001/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄 個人情報
庶務 福利厚生 長期給付 退職届(平成12年度～平成13年度） 総務部人事課共済係 2000年度 2002/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄 個人情報
庶務 福利厚生 長期給付 退職届(平成14年度～平成15年度） 総務部人事課共済係 2002年度 2004/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄 個人情報
庶務 福利厚生 長期給付 退職届(平成16年度） 総務部人事課共済係 2004年度 2005/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄 個人情報
庶務 福利厚生 長期給付 退職届(平成17年度） 総務部人事課共済係 2005年度 2006/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄 個人情報
庶務 福利厚生 長期給付 退職届(平成16年度～平成20年10月） 総務部人事課共済係 2004年度 2009/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄 個人情報
庶務 福利厚生 長期給付 退職届（平成20年度） 総務部人事課共済係 2008年度 2009/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄 個人情報
庶務 福利厚生 長期給付 退職届（平成21年度） 総務部人事課共済係 2009年度 2010/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄 個人情報
庶務 福利厚生 長期給付 退職届（平成22年度） 総務部人事課共済係 2010年度 2011/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄 個人情報
庶務 福利厚生 長期給付 退職届（平成23年度） 総務部人事課共済係 2011年度 2012/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄 個人情報
庶務 福利厚生 長期給付 退職届（平成24年度） 総務部人事課共済係 2012年度 2013/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄 個人情報
庶務 福利厚生 長期給付 退職届（平成25年度） 総務部人事課共済係 2013年度 2014/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄 個人情報
庶務 福利厚生 長期給付 退職届（平成26年度） 総務部人事課共済係 2014年度 2015/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄 個人情報
庶務 福利厚生 長期給付 退職届（平成27年度） 総務部人事課共済係 2015年度 2016/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄 個人情報
庶務 福利厚生 長期給付 退職届（平成28年度）（分割2） 総務部人事課共済係 2016年度 2017/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄 個人情報
庶務 福利厚生 長期給付 退職届（平成29年度）（分割2） 総務部人事課共済係 2017年度 2018/4/1 無期限 無期限 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄 個人情報
庶務 福利厚生 長期給付 退職届（平成30年度）（分割2） 総務部人事課共済係 2018年度 2019/4/1 無期限 無期限 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄 個人情報
庶務 福利厚生 長期給付 退職届（令和元年度） 総務部職員課共済係 2019年度 2020/4/1 無期限 無期限 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄 個人情報
庶務 福利厚生 長期給付 退職一時金請求書(昭和47年度～昭和49年度） 総務部人事課共済係 1972年度 1975/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄 個人情報
庶務 福利厚生 長期給付 退職一時金請求書(昭和50年度） 総務部人事課共済係 1975年度 1976/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄 個人情報
庶務 福利厚生 長期給付 退職一時金請求書(昭和51年度～昭和52年度） 総務部人事課共済係 1976年度 1978/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄 個人情報
庶務 福利厚生 長期給付 退職一時金請求書(昭和53年度～昭和54年度） 総務部人事課共済係 1978年度 1980/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄 個人情報
庶務 福利厚生 長期給付 退職共済年金請求書(昭和47年5月～昭和50年4月） 総務部人事課共済係 1972年度 1976/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄 個人情報
庶務 福利厚生 長期給付 退職共済年金請求書(昭和48年度） 総務部人事課共済係 1973年度 1974/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄 個人情報
庶務 福利厚生 長期給付 退職共済年金請求書(昭和49年度） 総務部人事課共済係 1974年度 1975/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄 個人情報
庶務 福利厚生 長期給付 退職共済年金請求書(昭和50年4月～昭和51年2月） 総務部人事課共済係 1975年度 1976/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄 個人情報
庶務 福利厚生 長期給付 退職共済年金請求書(昭和51年3月～昭和53年3月） 総務部人事課共済係 1975年度 1978/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄 個人情報
庶務 福利厚生 長期給付 退職共済年金請求書(昭和52年度） 総務部人事課共済係 1977年度 1978/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄 個人情報
庶務 福利厚生 長期給付 退職共済年金請求書(昭和53年4月～昭和55年3月） 総務部人事課共済係 1978年度 1979/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄 個人情報
庶務 福利厚生 長期給付 退職共済年金請求書(昭和54年度） 総務部人事課共済係 1979年度 1980/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄 個人情報
庶務 福利厚生 長期給付 退職共済年金請求書(昭和55年度） 総務部人事課共済係 1980年度 1981/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄 個人情報
庶務 福利厚生 長期給付 退職共済年金請求書(昭和56年度） 総務部人事課共済係 1981年度 1982/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄 個人情報
庶務 福利厚生 長期給付 退職共済年金請求書(昭和57年度） 総務部人事課共済係 1982年度 1983/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄 個人情報
庶務 福利厚生 長期給付 退職共済年金請求書(昭和58年度） 総務部人事課共済係 1983年度 1984/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄 個人情報
庶務 福利厚生 長期給付 退職共済年金請求書(昭和59年度） 総務部人事課共済係 1984年度 1985/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄 分割2　個人情報
庶務 福利厚生 長期給付 退職共済年金請求書(昭和60年度） 総務部人事課共済係 1985年度 1986/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄 個人情報
庶務 福利厚生 長期給付 退職共済年金請求書(昭和61年度） 総務部人事課共済係 1986年度 1987/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄 個人情報
庶務 福利厚生 長期給付 退職共済年金請求書(昭和62年度） 総務部人事課共済係 1987年度 1988/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄 分割3　個人情報
庶務 福利厚生 長期給付 退職共済年金請求書(昭和63年度） 総務部人事課共済係 1988年度 1989/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄 分割3　個人情報
庶務 福利厚生 長期給付 退職共済年金請求書(平成元年度） 総務部人事課共済係 1989年度 1990/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄 分割1　個人情報
庶務 福利厚生 長期給付 退職共済年金請求書(平成2年度） 総務部人事課共済係 1990年度 1991/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄 分割2　個人情報
庶務 福利厚生 長期給付 退職共済年金請求書(平成3年度） 総務部人事課共済係 1991年度 1992/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄 分割2　個人情報
庶務 福利厚生 長期給付 退職共済年金請求書(平成4年度） 総務部人事課共済係 1992年度 1993/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄 分割2　個人情報
庶務 福利厚生 長期給付 退職共済年金請求書(平成5年度） 総務部人事課共済係 1993年度 1994/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄 分割2　個人情報
庶務 福利厚生 長期給付 退職共済年金請求書(平成6年度） 総務部人事課共済係 1994年度 1995/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄 個人情報
庶務 福利厚生 長期給付 退職共済年金請求書(平成7年度） 総務部人事課共済係 1995年度 1996/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄 分割3　個人情報
庶務 福利厚生 長期給付 退職共済年金請求書(平成8年度） 総務部人事課共済係 1996年度 1997/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄 個人情報
庶務 福利厚生 長期給付 退職共済年金請求書(平成9年度） 総務部人事課共済係 1997年度 1998/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄 個人情報
庶務 福利厚生 長期給付 退職共済年金請求書(平成10年度） 総務部人事課共済係 1998年度 1999/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄 個人情報
庶務 福利厚生 長期給付 退職共済年金請求書(平成11年度） 総務部人事課共済係 1999年度 2000/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄 個人情報
庶務 福利厚生 長期給付 退職共済年金請求書(平成12年度） 総務部人事課共済係 2000年度 2001/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄 分割2　個人情報
庶務 福利厚生 長期給付 退職共済年金請求書(平成13年度） 総務部人事課共済係 2001年度 2002/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄 分割2　個人情報
庶務 福利厚生 長期給付 退職共済年金請求書(平成14年度） 総務部人事課共済係 2002年度 2003/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄 分割2　個人情報
庶務 福利厚生 長期給付 退職共済年金請求書(平成15年度） 総務部人事課共済係 2003年度 2004/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄 分割2　個人情報
庶務 福利厚生 長期給付 退職共済年金請求書(平成16年度） 総務部人事課共済係 2004年度 2005/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄 個人情報
庶務 福利厚生 長期給付 退職共済年金請求書(平成17年度） 総務部人事課共済係 2005年度 2006/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄 分割2　個人情報
庶務 福利厚生 長期給付 退職共済年金請求書(平成18年度） 総務部人事課共済係 2006年度 2007/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄 分割3　個人情報
庶務 福利厚生 長期給付 退職共済年金請求書(平成19年度） 総務部人事課共済係 2007年度 2008/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄 分割2　個人情報
庶務 福利厚生 長期給付 退職共済年金請求書(平成20年度） 総務部人事課共済係 2008年度 2009/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄 分割2　個人情報
庶務 福利厚生 長期給付 共済年金(平成21年度) 総務部人事課共済係 2009年度 2010/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄 個人情報
庶務 福利厚生 長期給付 退職共済年金請求書(平成22年度） 総務部人事課共済係 2010年度 2011/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄 個人情報
庶務 福利厚生 長期給付 退職共済年金請求書(平成22年度） 総務部人事課共済係 2010年度 2011/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄 個人情報
庶務 福利厚生 長期給付 共済年金請求書(平成23年度) 総務部人事課共済係 2011年度 2012/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄 個人情報
庶務 福利厚生 長期給付 退職共済年金請求書(平成24年度）分割2 総務部人事課共済係 2012年度 2013/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄 個人情報
庶務 福利厚生 長期給付 退職共済年金請求書(平成25年度）分割2 総務部人事課共済係 2013年度 2014/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄 個人情報
庶務 福利厚生 長期給付 退職共済年金請求書(平成26年度） 総務部人事課共済係 2014年度 2015/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄 個人情報
庶務 福利厚生 長期給付 退職共済年金請求書（平成27年度） 総務部人事課共済係 2015年度 2016/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄 個人情報
庶務 福利厚生 長期給付 退職共済年金・老齢厚生年金請求書（平成28年度） 総務部人事課共済係 2016年度 2017/4/1 無期限 無期限 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄 個人情報
庶務 福利厚生 長期給付 退職共済年金・老齢厚生年金請求書（平成29年度） 総務部人事課共済係 2017年度 2018/4/1 無期限 無期限 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄 個人情報
庶務 福利厚生 長期給付 退職共済年金・老齢厚生年金請求書（平成30年度） 総務部人事課共済係 2018年度 2019/4/1 無期限 無期限 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄 個人情報
庶務 福利厚生 長期給付 退職共済年金・老齢厚生年金請求書（令和元年度） 総務部職員課共済係 2019年度 2020/4/1 無期限 無期限 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄 個人情報
庶務 福利厚生 長期給付 年金決定通知書（あいうえお順分割3） 総務部人事課共済係 2015年度 2016/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄 個人情報
庶務 福利厚生 長期給付 年金決定通知書(平成2年2月14日～平成16年3月） 総務部人事課共済係 1989年度 2004/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄 個人情報
庶務 福利厚生 長期給付 年金決定通知書(平成16年4月26日～平成28年3月） 総務部人事課共済係 2004年度 2016/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄 個人情報
庶務 福利厚生 長期給付 年金決定通知書(平成28年） 総務部人事課共済係 2016年度 2017/4/1 無期限 無期限 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄 個人情報
庶務 福利厚生 長期給付 年金決定通知書(平成29年） 総務部人事課共済係 2017年度 2018/4/1 無期限 無期限 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄 個人情報
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庶務 福利厚生 長期給付 年金決定通知書(平成30年） 総務部人事課共済係 2018年度 2019/4/1 無期限 無期限 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄 個人情報
庶務 福利厚生 長期給付 年金決定通知書(令和元年） 総務部職員課共済係 2019年度 2020/4/1 無期限 無期限 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄 個人情報
庶務 福利厚生 長期給付 継続長期組合員関係　標準報酬等(平成20年度) 総務部人事課共済係 2008年度 2009/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄 個人情報
庶務 福利厚生 長期給付 継続長期組合員関係　標準報酬等(平成21年度) 総務部人事課共済係 2009年度 2010/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄 個人情報
庶務 福利厚生 長期給付 継続長期組合員関係　標準報酬等(平成22年度) 総務部人事課共済係 2010年度 2011/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄 個人情報
庶務 福利厚生 長期給付 継続長期組合員関係　標準報酬等(平成23年度) 総務部人事課共済係 2011年度 2012/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄 個人情報
庶務 福利厚生 長期給付 継続長期組合員関係　標準報酬等(平成24年度) 総務部人事課共済係 2012年度 2013/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄 個人情報
庶務 福利厚生 長期給付 継続長期組合員関係　標準報酬等(平成25年度) 総務部人事課共済係 2013年度 2014/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄 個人情報
庶務 福利厚生 長期給付 継続長期組合員関係　標準報酬等(平成26年度) 総務部人事課共済係 2014年度 2015/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄 個人情報
庶務 福利厚生 長期給付 継続長期組合員関係　標準報酬等(平成27年度) 総務部人事課共済係 2015年度 2016/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄 個人情報
庶務 福利厚生 長期給付 継続長期組合員関係　標準報酬等(平成28年度) 総務部人事課共済係 2016年度 2017/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄 個人情報
庶務 福利厚生 長期給付 継続長期組合員関係　標準報酬等(平成29年度) 総務部人事課共済係 2017年度 2018/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄 個人情報
庶務 福利厚生 長期給付 継続長期組合員関係　標準報酬等(平成30年度) 総務部人事課共済係 2018年度 2019/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄 個人情報
庶務 福利厚生 長期給付 継続長期組合員再就職届(平成4年6月～） 総務部人事課共済係 1992年度 2011/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄 個人情報
庶務 福利厚生 長期給付 継続長期組合員再就職届(平成7月～平成16年度） 総務部人事課共済係 1995年度 2005/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄 個人情報
庶務 福利厚生 長期給付 継続長期組合員再就職届(平成16年度～平成27年度） 総務部人事課共済係 2004年度 2016/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄 個人情報
庶務 福利厚生 長期給付 継続長期組合員再就職届(平成28年度～） 総務部人事課共済係 2016年度 2017/4/1 無期限 無期限 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄 個人情報
庶務 福利厚生 長期給付 国民年金特別措置(年金加入期間請求書）(昭和63年度） 総務部人事課共済係 1988年度 1989/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄 個人情報
庶務 福利厚生 長期給付 国民年金特別措置(年金加入期間請求書）(平成元年度） 総務部人事課共済係 1989年度 1990/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄 個人情報
庶務 福利厚生 長期給付 国民年金特別措置(年金加入期間請求書）(平成2年度） 総務部人事課共済係 1990年度 1991/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄 個人情報
庶務 福利厚生 長期給付 国民年金特別措置(年金加入期間請求書）(平成3年度～平成7年度） 総務部人事課共済係 1991年度 1996/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄 個人情報
庶務 福利厚生 長期給付 履歴証明等(平成7年～平成9年） 総務部人事課共済係 1995年度 1998/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄 個人情報
庶務 福利厚生 長期給付 履歴証明等(平成9年～） 総務部人事課共済係 1997年度 2003/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄 個人情報
庶務 福利厚生 長期給付 履歴証明等(平成11～平成12年） 総務部人事課共済係 1999年度 2001/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄 個人情報
庶務 福利厚生 長期給付 履歴証明等(平成13～平成14年） 総務部人事課共済係 2001年度 2003/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄 個人情報
庶務 福利厚生 長期給付 履歴証明等(平成15年） 総務部人事課共済係 2003年度 2004/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄 個人情報
庶務 福利厚生 長期給付 3歳未満特例申請者 総務部人事課共済係 2015年度 2016/4/1 無期限 無期限 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄 個人情報
庶務 福利厚生 長期給付 育休終了時改定申出書 総務部人事課共済係 2015年度 未完 無期限 無期限 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄 個人情報
庶務 福利厚生 長期給付 年金試算関係（平成21年度） 総務部人事課共済係 2009年度 2010/4/1 無期限 無期限 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄 個人情報
庶務 福利厚生 長期給付 年金試算関係（平成22年度） 総務部人事課共済係 2010年度 2011/4/1 無期限 無期限 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄 個人情報
庶務 福利厚生 長期給付 年金試算関係（平成23年度） 総務部人事課共済係 2011年度 2012/4/1 無期限 無期限 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄 個人情報
庶務 福利厚生 長期給付 年金試算関係（平成24年度） 総務部人事課共済係 2012年度 2013/4/1 無期限 無期限 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄 個人情報
庶務 福利厚生 長期給付 年金試算関係（平成25年度） 総務部人事課共済係 2013年度 2014/4/1 無期限 無期限 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄 個人情報
庶務 福利厚生 長期給付 年金試算関係（平成26年度） 総務部人事課共済係 2014年度 2015/4/1 無期限 無期限 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄 個人情報
庶務 福利厚生 長期給付 年金試算関係（平成27年度） 総務部人事課共済係 2015年度 2016/4/1 無期限 無期限 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄 個人情報
庶務 福利厚生 長期給付 年金試算関係（平成28年度） 総務部人事課共済係 2016年度 2017/4/1 無期限 無期限 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄 個人情報
庶務 福利厚生 長期給付 年金試算関係（平成29年度） 総務部人事課共済係 2017年度 2018/4/1 無期限 無期限 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄 個人情報
庶務 福利厚生 長期給付 年金試算関係（平成30年度） 総務部人事課共済係 2018年度 2019/4/1 無期限 無期限 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄 個人情報
庶務 福利厚生 長期給付 共済掛金関係　介護休業・休転 総務部人事課共済係 2015年度 2016/4/1 無期限 無期限 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄 個人情報
庶務 福利厚生 長期給付 補正表提出（平成24年～平成26） 総務部人事課共済係 2012年度 2015/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄 個人情報
庶務 福利厚生 長期給付 補正表提出 総務部人事課共済係 2015年度 2016/4/1 無期限 無期限 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄 個人情報
庶務 福利厚生 長期給付 標準報酬フロッピー提出 総務部人事課共済係 2015年度 2016/4/1 無期限 無期限 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 長期給付 標準報酬関係(平成23年) 総務部人事課共済係 2011年度 2012/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄 個人情報
庶務 福利厚生 長期給付 標準報酬関係（平成25年度） 総務部人事課共済係 2013年度 2016/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄 個人情報
庶務 福利厚生 長期給付 標準報酬関係（平成26年度） 総務部人事課共済係 2014年度 2015/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄 個人情報
庶務 福利厚生 長期給付 標準報酬関係（平成27年度） 総務部人事課共済係 2015年度 2016/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄 個人情報
庶務 福利厚生 長期給付 標準報酬関係（平成28年度） 総務部人事課共済係 2016年度 2017/4/1 無期限 無期限 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄 個人情報
庶務 福利厚生 長期給付 標準報酬関係（平成29年度） 総務部人事課共済係 2017年度 2018/4/1 無期限 無期限 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄 個人情報
庶務 福利厚生 長期給付 標準報酬関係（平成30年度） 総務部人事課共済係 2018年度 2019/4/1 無期限 無期限 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄 個人情報
庶務 福利厚生 長期給付 標準報酬関係（令和元年度） 総務部職員課共済係 2019年度 2020/4/1 無期限 無期限 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄 個人情報
庶務 福利厚生 長期給付 標準報酬決定通知書　平成12年 総務部人事課共済係 2000年度 2001/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄 個人情報
庶務 福利厚生 長期給付 標準報酬等リスト（平成27年度） 総務部人事課共済係 2015年度 2016/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄 個人情報
庶務 福利厚生 長期給付 標準報酬等リスト（平成28年度） 総務部人事課共済係 2016年度 2017/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄 個人情報
庶務 福利厚生 長期給付 標準報酬等リスト（平成29年度） 総務部人事課共済係 2017年度 2018/4/1 無期限 無期限 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄 個人情報
庶務 福利厚生 長期給付 標準報酬等リスト（平成30年度） 総務部人事課共済係 2018年度 2019/4/1 無期限 無期限 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄 個人情報
庶務 福利厚生 長期給付 標準報酬等リスト（令和元年度） 総務部職員課共済係 2019年度 2020/4/1 無期限 無期限 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄 個人情報
庶務 福利厚生 長期給付 標準報酬取込等　給与法改正関係（平成26年度） 総務部人事課共済係 2014年度 2015/4/1 無期限 無期限 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄 個人情報
庶務 福利厚生 長期給付 標準報酬取込等　給与法改正関係（平成27年度） 総務部人事課共済係 2015年度 2016/4/1 無期限 無期限 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄 個人情報
庶務 福利厚生 長期給付 標準報酬取込等　給与法改正関係（平成28年度） 総務部人事課共済係 2016年度 2017/4/1 無期限 無期限 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄 個人情報
庶務 福利厚生 長期給付 標準報酬取込等　給与法改正関係（平成29年度） 総務部人事課共済係 2017年度 2018/4/1 無期限 無期限 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄 個人情報
庶務 福利厚生 長期給付 標準報酬取込等　給与法改正関係（平成30年度） 総務部人事課共済係 2018年度 2019/4/1 無期限 無期限 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄 個人情報
庶務 福利厚生 長期給付 標準報酬登録通知長番･転入･再取得登録補票 総務部人事課共済係 2015年度 2016/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄 個人情報
庶務 福利厚生 長期給付 標準報酬関係・長期組合員関係　登録確認通知書（平成25年） 総務部人事課共済係 2012年度 2014/4/1 無期限 無期限 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄 個人情報
庶務 福利厚生 長期給付 標準報酬関係・長期組合員関係　登録確認通知書（平成26年） 総務部人事課共済係 2013年度 2015/4/1 無期限 無期限 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄 個人情報
庶務 福利厚生 長期給付 標準報酬関係・長期組合員関係　登録確認通知書（平成27年） 総務部人事課共済係 2014年度 2016/4/1 無期限 無期限 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄 個人情報
庶務 福利厚生 長期給付 標準報酬関係・長期組合員関係　登録確認通知書（平成28年） 総務部人事課共済係 2015年度 2017/4/1 無期限 無期限 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄 個人情報
庶務 福利厚生 長期給付 標準報酬関係・長期組合員関係　登録確認通知書（平成29年） 総務部人事課共済係 2016年度 2018/4/1 無期限 無期限 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄 個人情報
庶務 福利厚生 長期給付 標準報酬関係・長期組合員関係　登録確認通知書（平成30年） 総務部人事課共済係 2017年度 2019/4/1 無期限 無期限 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄 個人情報
庶務 福利厚生 長期給付 長期組合員資格取得等基礎年金番号(平成18年～平成19年) 総務部人事課共済係 2006年度 2008/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄 個人情報
庶務 福利厚生 長期給付 長期組合員資格取得等基礎年金番号②(平成16年～平成17年) 総務部人事課共済係 2004年度 2006/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄 個人情報
庶務 福利厚生 長期給付 長期組合員資格取得等基礎年金番号①(平成16年) 総務部人事課共済係 2004年度 2005/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄 個人情報
庶務 福利厚生 長期給付 長期組合員資格取得等基礎年金番号①(平成15年) 総務部人事課共済係 2003年度 2004/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄 個人情報
庶務 福利厚生 長期給付 長期組合員　変更届･基礎年金番号(平成21年度) 総務部人事課共済係 2009年度 2010/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄 個人情報
庶務 福利厚生 長期給付 長期関係基礎届標準報酬等登録通知長番補正表 総務部人事課共済係 2015年度 2016/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄 個人情報
庶務 福利厚生 長期給付 長期関係基礎届標準報酬等登録通知長番補正表(平成20年～平成22年) 総務部人事課共済係 2008年度 2011/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄 個人情報
庶務 福利厚生 長期給付 転出者(平成18年～平成25年) 総務部人事課共済係 2006年度 2014/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄 個人情報
庶務 福利厚生 長期給付 転出組合員(平成21年～平成25年) 総務部人事課共済係 2009年度 2014/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄 個人情報
庶務 福利厚生 長期給付 転出者原票･貯金･団終(写)つづり　平成12年～平成13年 総務部人事課共済係 2000年度 2002/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄 個人情報
庶務 福利厚生 長期給付 転出者原票控 総務部人事課共済係 2015年度 2016/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄 個人情報
庶務 福利厚生 長期給付 転出組合員関係　資格・標準報酬等（平成25年度） 総務部人事課共済係 2013年度 2014/4/1 無期限 無期限 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄 個人情報
庶務 福利厚生 長期給付 転出組合員関係　資格・標準報酬等（平成26年度） 総務部人事課共済係 2014年度 2015/4/1 無期限 無期限 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄 個人情報
庶務 福利厚生 長期給付 転出組合員関係　資格・標準報酬等（平成27年度） 総務部人事課共済係 2015年度 2016/4/1 無期限 無期限 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄 個人情報
庶務 福利厚生 長期給付 転出組合員関係　資格・標準報酬等（平成28年度） 総務部人事課共済係 2016年度 2017/4/1 無期限 無期限 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄 個人情報
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庶務 福利厚生 長期給付 転出組合員関係　資格・標準報酬等（平成29年度） 総務部人事課共済係 2017年度 2018/4/1 無期限 無期限 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄 個人情報
庶務 福利厚生 長期給付 転出組合員関係　資格・標準報酬等（平成30年度） 総務部人事課共済係 2018年度 2019/4/1 無期限 無期限 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄 個人情報
庶務 福利厚生 長期給付 転出者組合員原票綴り（平成26年度） 総務部人事課共済係 2014年度 2015/4/1 無期限 無期限 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄 個人情報
庶務 福利厚生 長期給付 転出者組合員原票綴り（平成27年度） 総務部人事課共済係 2015年度 2016/4/1 無期限 無期限 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄 個人情報
庶務 福利厚生 長期給付 転出者組合員原票綴り（平成28年度） 総務部人事課共済係 2016年度 2017/4/1 無期限 無期限 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄 個人情報
庶務 福利厚生 長期給付 転出者組合員原票綴り（平成29年度） 総務部人事課共済係 2017年度 2018/4/1 無期限 無期限 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄 個人情報
庶務 福利厚生 長期給付 転出入者組合員原票綴り（平成30年度） 総務部人事課共済係 2018年度 2019/4/1 無期限 無期限 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄 個人情報
庶務 福利厚生 長期給付 転入者原票綴（平成7年度～平成9年度） 総務部人事課共済係 1995年度 1998/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄 個人情報
庶務 福利厚生 長期給付 転入者原票綴（平成7年度～平成12年度） 総務部人事課共済係 1995年度 2001/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄 個人情報
庶務 福利厚生 長期給付 転入者原票綴（平成12年度） 総務部人事課共済係 2000年度 2001/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄 個人情報
庶務 福利厚生 長期給付 転入者原票綴（平成14年度） 総務部人事課共済係 2002年度 2003/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄 個人情報
庶務 福利厚生 長期給付 転入者原票綴（平成15年度） 総務部人事課共済係 2003年度 2004/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄 個人情報
庶務 福利厚生 長期給付 転入者原票綴（平成16年度） 総務部人事課共済係 2004年度 2005/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄 個人情報
庶務 福利厚生 長期給付 転入者原票綴（平成17年度） 総務部人事課共済係 2005年度 2006/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄 個人情報
庶務 福利厚生 長期給付 転入者原票綴（転入前） 総務部人事課共済係 2015年度 2016/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄 個人情報
庶務 福利厚生 長期給付 組合員資格取得届　平成25年 総務部人事課共済係 2013年度 2014/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄 個人情報
庶務 福利厚生 長期給付 組合員原票(事務局　図書館　教育学部)（平成13年度） 総務部人事課共済係 2001年度 2002/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄 個人情報
庶務 福利厚生 長期給付 組合員原票(法文学部　理学部　工学部　農学部)（平成13年度） 総務部人事課共済係 2001年度 2002/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄 個人情報
庶務 福利厚生 長期給付 組合員原票(医学部附属病院)（平成13年度） 総務部人事課共済係 2001年度 2002/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄 個人情報
庶務 福利厚生 長期給付 組合員原票(医学部　任継)（平成13年度） 総務部人事課共済係 2001年度 2002/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄 個人情報
庶務 福利厚生 長期給付 年金分割・DV被害者の対応関係 総務部人事課共済係 2015年度 2016/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 長期給付 組合員期間情報等の整備について 総務部人事課共済係 2015年度 2016/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄 分割2
庶務 福利厚生 長期給付 共済年金請求状況報告 総務部人事課共済係 2015年度 2016/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 長期給付 年金請求手続関係通知 総務部人事課共済係 2015年度 2016/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 長期給付 年金関係（仮計算等）（連合会照会） 総務部人事課共済係 2015年度 2016/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 長期給付 年金関係 総務部人事課共済係 2015年度 2016/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 長期給付 標準報酬算定基礎調査票　34才以下　平成2年3月提出分 総務部人事課共済係 2015年度 2016/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 長期給付 標準報酬月額算定基礎調査綴　昭和61年4月1日前 総務部人事課共済係 2015年度 1986/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 長期給付 標準報酬月額算定基礎調査（給料月額調査表） 総務部人事課共済係 2015年度 2016/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 長期給付 公的年金加入証明綴 総務部人事課共済係 2015年度 2016/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 長期給付 長期組合員番号　転入者 総務部人事課共済係 1986年度 1987/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 長期給付 前歴報告書 総務部人事課共済係 2015年度 2016/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 長期給付 退職届・一時金支給者名簿（昭和25年～昭和63年） 総務部人事課共済係 1950年度 1989/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 長期給付 長期給付例規綴2（昭和55年4月～昭和58年12月） 総務部人事課共済係 1980年度 1984/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 長期給付 長期給付例規綴3 総務部人事課共済係 2015年度 2016/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 長期給付 長期給付例規綴4（昭和40年8月～昭和54年7月） 総務部人事課共済係 1965年度 1980/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 長期給付 長期給付関係諸資料綴 総務部人事課共済係 2015年度 2016/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 長期給付 長期給付関係 総務部人事課共済係 2015年度 2016/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 長期給付 標準報酬（連合会）（平成19年度） 総務部人事課共済係 2007年度 2008/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 長期給付 ねんきん特別便 総務部人事課共済係 2015年度 2016/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 長期給付 年金関係　転出組合員（回答等）（平成19年度～平成20年度） 総務部人事課共済係 2015年度 2016/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 長期給付 連合会からの通知・修正・補正など 総務部人事課共済係 2015年度 2016/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 長期給付 原票綴り(平成19年12月打ち出し) 総務部人事課共済係 2015年度 2016/4/1 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 その他 人事マスタ（取込リスト）（平成30年度） 総務部人事課共済係 2018年度 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 個人型DC 個人型確定拠出年金（個人型DC・iDeCo） 総務部人事課共済係 2016年度 2017/4/1 無期限 無期限 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 個人型DC 個人型確定拠出年金第2号加入者に係る事業主の証明書（平成29年度～） 総務部人事課共済係 2017年度 未完 退職等後5 未完 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 個人型DC 個人型確定拠出年金掛金徴収（平成29年度） 総務部人事課共済係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 個人型DC 個人型確定拠出年金掛金徴収（平成30年度） 総務部人事課共済係 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 個人型DC 個人型確定拠出年金掛金徴収（令和元年度） 総務部職員課共済係 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄

庶務 福利厚生 任免関係 支部職員関係（平成24年度） 総務部人事課共済係 2012年度 未完
退職等後10
年

未完 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄

庶務 福利厚生 任免関係 支部職員関係（平成25年度） 総務部人事課共済係 2013年度 未完
退職等後10
年

未完 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄

庶務 福利厚生 任免関係 支部職員関係（平成26年度） 総務部人事課共済係 2014年度 未完
退職等後10
年

未完 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄

庶務 福利厚生 任免関係 支部職員関係（平成27年度） 総務部人事課共済係 2015年度 未完
退職等後10
年

未完 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄

庶務 福利厚生 任免関係 支部職員関係（平成28年度） 総務部人事課共済係 2016年度 未完
退職等後10
年

未完 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄

庶務 福利厚生 任免関係 支部職員関係（平成29年度） 総務部人事課共済係 2017年度 未完
退職等後10
年

未完 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄

庶務 福利厚生 任免関係 支部職員関係（平成30年度） 総務部人事課共済係 2018年度 未完
退職等後10
年

未完 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄

庶務 福利厚生 任免関係 支部職員関係（令和元年度） 総務部職員課共済係 2019年度 未完
退職等後10
年

未完 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄

庶務 福利厚生
労働社会保険法
令関係

社保各種証明書（写）(令和元年度） 総務部職員課共済係 2019年度 2020/4/1 2年 2022/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄

庶務 福利厚生
労働社会保険法
令関係

協会けんぽ事務手続（写）(令和元年度） 総務部職員課共済係 2019年度 2020/4/1 2年 2022/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄

庶務 福利厚生
労働社会保険法
令関係

健康保険・厚生年金保険育児休業等取得者確認通知書(平成19年度） 総務部人事課共済係 2007年度 未完
退職等後2
年

未完 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄

庶務 福利厚生
労働社会保険法
令関係

健康保険・厚生年金保険育児休業等取得者確認通知書(平成20年度） 総務部人事課共済係 2008年度 未完
退職等後2
年

未完 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄

庶務 福利厚生
労働社会保険法
令関係

健康保険・厚生年金保険育児休業等取得者確認通知書(平成21年度） 総務部人事課共済係 2009年度 未完
退職等後2
年

未完 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄

庶務 福利厚生
労働社会保険法
令関係

健康保険・厚生年金保険育児休業等取得者確認通知書(平成22年度） 総務部人事課共済係 2010年度 未完
退職等後2
年

未完 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄

庶務 福利厚生
労働社会保険法
令関係

健康保険・厚生年金保険育児休業等取得者確認通知書(平成23年度） 総務部人事課共済係 2011年度 未完
退職等後2
年

未完 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄

庶務 福利厚生
労働社会保険法
令関係

健康保険・厚生年金保険育児休業等取得者確認通知書(平成24年度） 総務部人事課共済係 2012年度 未完
退職等後2
年

未完 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄

庶務 福利厚生
労働社会保険法
令関係

健康保険・厚生年金保険育児休業等取得者確認通知書(平成25年度） 総務部人事課共済係 2013年度 未完
退職等後2
年

未完 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄
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庶務 福利厚生
労働社会保険法
令関係

健康保険・厚生年金保険育児休業等取得者確認通知書(平成26年度） 総務部人事課共済係 2014年度 未完
退職等後2
年

未完 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄

庶務 福利厚生
労働社会保険法
令関係

健康保険・厚生年金保険育児休業等取得者確認通知書(平成27年度） 総務部人事課共済係 2015年度 未完
退職等後2
年

未完 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄

庶務 福利厚生
労働社会保険法
令関係

健康保険・厚生年金保険育児休業等取得者確認通知書(平成28年度） 総務部人事課共済係 2016年度 未完
退職等後2
年

未完 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄

庶務 福利厚生
労働社会保険法
令関係

健康保険・厚生年金保険育児休業等取得者確認通知書(平成29年度） 総務部人事課共済係 2017年度 未完
退職等後2
年

未完 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄

庶務 福利厚生
労働社会保険法
令関係

健康保険・厚生年金保険育児休業等取得者確認通知書(平成30年度） 総務部人事課共済係 2018年度 未完
退職等後2
年

未完 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄

庶務 福利厚生
労働社会保険法
令関係

健康保険・厚生年金保険育児休業等取得者確認通知書(令和元年度） 総務部職員課共済係 2019年度 未完
退職等後2
年

未完 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄

庶務 福利厚生
労働社会保険法
令関係

健康保険・厚生年金保険産前産後休業等取得者確認通知書(平成26年度） 総務部人事課共済係 2014年度 未完
退職等後2
年

未完 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄

庶務 福利厚生
労働社会保険法
令関係

健康保険・厚生年金保険産前産後休業等取得者確認通知書(平成27年度） 総務部人事課共済係 2015年度 未完
退職等後2
年

未完 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄

庶務 福利厚生
労働社会保険法
令関係

健康保険・厚生年金保険産前産後休業等取得者確認通知書(平成28年度） 総務部人事課共済係 2016年度 未完
退職等後2
年

未完 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄

庶務 福利厚生
労働社会保険法
令関係

健康保険・厚生年金保険産前産後休業等取得者確認通知書(平成29年度） 総務部人事課共済係 2017年度 未完
退職等後2
年

未完 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄

庶務 福利厚生
労働社会保険法
令関係

健康保険・厚生年金保険産前産後休業等取得者確認通知書(平成30年度） 総務部人事課共済係 2018年度 未完
退職等後2
年

未完 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄

庶務 福利厚生
労働社会保険法
令関係

健康保険・厚生年金保険産前産後休業等取得者確認通知書(令和元年度） 総務部職員課共済係 2019年度 未完
退職等後2
年

未完 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄

庶務 福利厚生
労働社会保険法
令関係

健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書(平成23年度） 総務部人事課共済係 2011年度 未完
退職等後2
年

未完 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄

庶務 福利厚生
労働社会保険法
令関係

健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書(平成24年度） 総務部人事課共済係 2012年度 未完
退職等後2
年

未完 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄

庶務 福利厚生
労働社会保険法
令関係

健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書(平成25年度） 総務部人事課共済係 2013年度 未完
退職等後2
年

未完 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄

庶務 福利厚生
労働社会保険法
令関係

健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書(平成26年度） 総務部人事課共済係 2014年度 未完
退職等後2
年

未完 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄

庶務 福利厚生
労働社会保険法
令関係

健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書(平成27年度） 総務部人事課共済係 2015年度 未完
退職等後2
年

未完 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄

庶務 福利厚生
労働社会保険法
令関係

健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書(平成28年度） 総務部人事課共済係 2016年度 未完
退職等後2
年

未完 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄

庶務 福利厚生
労働社会保険法
令関係

健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書(平成29年度） 総務部人事課共済係 2017年度 未完
退職等後2
年

未完 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄

庶務 福利厚生
労働社会保険法
令関係

健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書(平成30年度） 総務部人事課共済係 2018年度 未完
退職等後2
年

未完 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄

庶務 福利厚生
労働社会保険法
令関係

健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書(令和元年度） 総務部職員課共済係 2019年度 未完
退職等後2
年

未完 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄

庶務 福利厚生
労働社会保険法
令関係

被保険者（70歳以上被用者）区分変更届(平成29年度） 総務部人事課共済係 2017年度 未完
退職等後2
年

未完 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄

庶務 福利厚生
労働社会保険法
令関係

被保険者（70歳以上被用者）区分変更届(平成30年度） 総務部人事課共済係 2018年度 未完
退職等後2
年

未完 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄

庶務 福利厚生
労働社会保険法
令関係

被保険者（70歳以上被用者）区分変更届(令和元年度） 総務部職員課共済係 2019年度 未完
退職等後2
年

未完 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄

庶務 福利厚生
労働社会保険法
令関係

社会保険関係(平成19年度） 総務部人事課共済係 2007年度 未完
退職等後2
年

未完 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄

庶務 福利厚生
労働社会保険法
令関係

社会保険関係(平成20年度） 総務部人事課共済係 2008年度 未完
退職等後2
年

未完 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄

庶務 福利厚生
労働社会保険法
令関係

社会保険関係(平成21年度） 総務部人事課共済係 2009年度 未完
退職等後2
年

未完 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄

庶務 福利厚生
労働社会保険法
令関係

社会保険関係(平成22年度） 総務部人事課共済係 2010年度 未完
退職等後2
年

未完 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄

庶務 福利厚生
労働社会保険法
令関係

社会保険関係(平成23年度） 総務部人事課共済係 2011年度 未完
退職等後2
年

未完 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄

庶務 福利厚生
労働社会保険法
令関係

社会保険関係(平成24年度） 総務部人事課共済係 2012年度 未完
退職等後2
年

未完 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄

庶務 福利厚生
労働社会保険法
令関係

社会保険関係(平成25年度） 総務部人事課共済係 2013年度 未完
退職等後2
年

未完 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄

庶務 福利厚生
労働社会保険法
令関係

社会保険関係(平成26年度） 総務部人事課共済係 2014年度 未完
退職等後2
年

未完 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄

庶務 福利厚生
労働社会保険法
令関係

社会保険関係(平成27年） 総務部人事課共済係 2015年度 未完
退職等後2
年

未完 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄

庶務 福利厚生
労働社会保険法
令関係

社会保険関係(平成28年） 総務部人事課共済係 2016年度 未完
退職等後2
年

未完 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄

庶務 福利厚生
労働社会保険法
令関係

社会保険関係(平成29年） 総務部人事課共済係 2017年度 未完
退職等後2
年

未完 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄

庶務 福利厚生
労働社会保険法
令関係

社会保険関係(平成30年） 総務部人事課共済係 2018年度 未完
退職等後2
年

未完 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄

庶務 福利厚生
労働社会保険法
令関係

社会保険関係(令和元年） 総務部職員課共済係 2019年度 未完
退職等後2
年

未完 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄

庶務 福利厚生
労働社会保険法
令関係

健康保険被扶養者調書(平成12年） 総務部人事課共済係 2000年度 未完
退職等後2
年

未完 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄

庶務 福利厚生
労働社会保険法
令関係

健康保険被扶養者調書(平成13年） 総務部人事課共済係 2001年度 未完
退職等後2
年

未完 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄

庶務 福利厚生
労働社会保険法
令関係

健康保険被扶養者調書(平成14年） 総務部人事課共済係 2002年度 未完
退職等後2
年

未完 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄

庶務 福利厚生
労働社会保険法
令関係

健康保険被扶養者調書(平成15年） 総務部人事課共済係 2003年度 未完
退職等後2
年

未完 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄
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庶務 福利厚生
労働社会保険法
令関係

健康保険被扶養者調書(平成16年） 総務部人事課共済係 2004年度 未完
退職等後2
年

未完 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄

庶務 福利厚生
労働社会保険法
令関係

健康保険被扶養者調書(平成17年） 総務部人事課共済係 2005年度 未完
退職等後2
年

未完 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄

庶務 福利厚生
労働社会保険法
令関係

健康保険被扶養者調書(平成18年） 総務部人事課共済係 2006年度 未完
退職等後2
年

未完 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄

庶務 福利厚生
労働社会保険法
令関係

健康保険被扶養者調書(平成19年） 総務部人事課共済係 2007年度 未完
退職等後2
年

未完 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄

庶務 福利厚生
労働社会保険法
令関係

健康保険被扶養者調書(平成20年） 総務部人事課共済係 2008年度 未完
退職等後2
年

未完 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄

庶務 福利厚生
労働社会保険法
令関係

健康保険被扶養者調書(平成21年） 総務部人事課共済係 2009年度 未完
退職等後2
年

未完 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄

庶務 福利厚生
労働社会保険法
令関係

健康保険被扶養者調書(平成22年） 総務部人事課共済係 2010年度 未完
退職等後2
年

未完 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄

庶務 福利厚生
労働社会保険法
令関係

健康保険被扶養者調書(平成23年） 総務部人事課共済係 2011年度 未完
退職等後2
年

未完 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄

庶務 福利厚生
労働社会保険法
令関係

健康保険被扶養者調書(平成24年） 総務部人事課共済係 2012年度 未完
退職等後2
年

未完 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄

庶務 福利厚生
労働社会保険法
令関係

健康保険被扶養者調書(平成25年） 総務部人事課共済係 2013年度 未完
退職等後2
年

未完 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄

庶務 福利厚生
労働社会保険法
令関係

健康保険被扶養者調書(平成26年） 総務部人事課共済係 2014年度 未完
退職等後2
年

未完 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄

庶務 福利厚生
労働社会保険法
令関係

健康保険被扶養者調書(平成27年） 総務部人事課共済係 2015年度 未完
退職等後2
年

未完 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄

庶務 福利厚生
労働社会保険法
令関係

健康保険被扶養者調書(平成28年） 総務部人事課共済係 2016年度 未完
退職等後2
年

未完 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄

庶務 福利厚生
労働社会保険法
令関係

健康保険被扶養者調書(平成29年） 総務部人事課共済係 2017年度 未完
退職等後2
年

未完 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄

庶務 福利厚生
労働社会保険法
令関係

健康保険被扶養者調書(平成30年） 総務部人事課共済係 2018年度 未完
退職等後2
年

未完 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄

庶務 福利厚生
労働社会保険法
令関係

健康保険被扶養者調書(令和元年） 総務部人事課共済係 2019年度 未完
退職等後2
年

未完 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄

庶務 福利厚生
労働社会保険法
令関係

健保・資格取得台帳（昭47年～平17年） 総務部人事課共済係 1972年度 未完
退職等後2
年

未完 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄

庶務 福利厚生
労働社会保険法
令関係

健保・資格取得届（No1986～3407） 総務部人事課共済係 2003年度 未完
退職等後2
年

未完 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄

庶務 福利厚生
労働社会保険法
令関係

健保・資格取得届（No3408～5176） 総務部人事課共済係 2008年度 未完
退職等後2
年

未完 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄

庶務 福利厚生
労働社会保険法
令関係

健保・資格取得届（No5177～） 総務部人事課共済係 2015年度 未完
退職等後2
年

未完 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄

庶務 福利厚生
労働社会保険法
令関係

健保・資格喪失届（昭59年） 総務部人事課共済係 1984年度 未完
退職等後2
年

未完 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄

庶務 福利厚生
労働社会保険法
令関係

健保・資格喪失届（昭60年） 総務部人事課共済係 1985年度 未完
退職等後2
年

未完 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄

庶務 福利厚生
労働社会保険法
令関係

健保・資格喪失届（昭61年） 総務部人事課共済係 1986年度 未完
退職等後2
年

未完 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄

庶務 福利厚生
労働社会保険法
令関係

健保・資格喪失届（昭62年） 総務部人事課共済係 1987年度 未完
退職等後2
年

未完 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄

庶務 福利厚生
労働社会保険法
令関係

健保・資格喪失届（昭63年） 総務部人事課共済係 1988年度 未完
退職等後2
年

未完 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄

庶務 福利厚生
労働社会保険法
令関係

健保・資格喪失届（平成元年） 総務部人事課共済係 1989年度 未完
退職等後2
年

未完 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄

庶務 福利厚生
労働社会保険法
令関係

健保・資格喪失届（平成2年） 総務部人事課共済係 1990年度 未完
退職等後2
年

未完 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄

庶務 福利厚生
労働社会保険法
令関係

健保・資格喪失届（平成3年） 総務部人事課共済係 1991年度 未完
退職等後2
年

未完 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄

庶務 福利厚生
労働社会保険法
令関係

健保・資格喪失届（平成4年） 総務部人事課共済係 1992年度 未完
退職等後2
年

未完 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄

庶務 福利厚生
労働社会保険法
令関係

健保・資格喪失届（平成5年） 総務部人事課共済係 1993年度 未完
退職等後2
年

未完 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄

庶務 福利厚生
労働社会保険法
令関係

健保・資格喪失届（平成6年） 総務部人事課共済係 1994年度 未完
退職等後2
年

未完 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄

庶務 福利厚生
労働社会保険法
令関係

健保・資格喪失届（平成7年） 総務部人事課共済係 1995年度 未完
退職等後2
年

未完 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄

庶務 福利厚生
労働社会保険法
令関係

健保・資格喪失届（平成8年） 総務部人事課共済係 1996年度 未完
退職等後2
年

未完 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄

庶務 福利厚生
労働社会保険法
令関係

健保・資格喪失届（平成9年） 総務部人事課共済係 1997年度 未完
退職等後2
年

未完 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄

庶務 福利厚生
労働社会保険法
令関係

健保・資格喪失届（平成10年） 総務部人事課共済係 1998年度 未完
退職等後2
年

未完 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄

庶務 福利厚生
労働社会保険法
令関係

健保・資格喪失届（平成11年） 総務部人事課共済係 1999年度 未完
退職等後2
年

未完 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄

庶務 福利厚生
労働社会保険法
令関係

健保・資格喪失届（平成12年） 総務部人事課共済係 2000年度 未完
退職等後2
年

未完 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄

庶務 福利厚生
労働社会保険法
令関係

健保・資格喪失届（平成13年） 総務部人事課共済係 2001年度 未完
退職等後2
年

未完 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄

庶務 福利厚生
労働社会保険法
令関係

健保・資格喪失届（平成14年） 総務部人事課共済係 2002年度 未完
退職等後2
年

未完 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄

庶務 福利厚生
労働社会保険法
令関係

健保・資格喪失届（平成15年） 総務部人事課共済係 2003年度 未完
退職等後2
年

未完 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄

庶務 福利厚生
労働社会保険法
令関係

健保・資格喪失届（平成16年） 総務部人事課共済係 2004年度 未完
退職等後2
年

未完 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄
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庶務 福利厚生
労働社会保険法
令関係

健保・資格喪失届（平成17年） 総務部人事課共済係 2005年度 未完
退職等後2
年

未完 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄

庶務 福利厚生
労働社会保険法
令関係

健保・資格喪失届（平成18年） 総務部人事課共済係 2006年度 未完
退職等後2
年

未完 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄

庶務 福利厚生
労働社会保険法
令関係

健保・資格喪失届（平成19年） 総務部人事課共済係 2007年度 未完
退職等後2
年

未完 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄

庶務 福利厚生
労働社会保険法
令関係

健保・資格喪失届（平成20年） 総務部人事課共済係 2008年度 未完
退職等後2
年

未完 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄

庶務 福利厚生
労働社会保険法
令関係

健保・資格喪失届（平成21年） 総務部人事課共済係 2009年度 未完
退職等後2
年

未完 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄

庶務 福利厚生
労働社会保険法
令関係

健保・資格喪失届（平成22年） 総務部人事課共済係 2010年度 未完
退職等後2
年

未完 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄

庶務 福利厚生
労働社会保険法
令関係

健保・資格喪失届（平成23年） 総務部人事課共済係 2011年度 未完
退職等後2
年

未完 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄

庶務 福利厚生
労働社会保険法
令関係

健保・資格喪失届（平成24年） 総務部人事課共済係 2012年度 未完
退職等後2
年

未完 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄

庶務 福利厚生
労働社会保険法
令関係

健保・資格喪失届（平成25年） 総務部人事課共済係 2013年度 未完
退職等後2
年

未完 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄

庶務 福利厚生
労働社会保険法
令関係

健保・資格喪失届（平成26年） 総務部人事課共済係 2014年度 未完
退職等後2
年

未完 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄

庶務 福利厚生
労働社会保険法
令関係

健保・資格喪失届（平成27年） 総務部人事課共済係 2015年度 未完
退職等後2
年

未完 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄

庶務 福利厚生
労働社会保険法
令関係

健保・資格喪失届（平成28年） 総務部人事課共済係 2016年度 未完
退職等後2
年

未完 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄

庶務 福利厚生
労働社会保険法
令関係

健保・資格喪失届（平成29年） 総務部人事課共済係 2017年度 未完
退職等後2
年

未完 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄

庶務 福利厚生
労働社会保険法
令関係

健保・資格喪失届（平成30年） 総務部人事課共済係 2018年度 未完
退職等後2
年

未完 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄

庶務 福利厚生
労働社会保険法
令関係

健保・資格喪失届（令和元年） 総務部職員課共済係 2019年度 未完
退職等後2
年

未完 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄

庶務 福利厚生
労働社会保険法
令関係

健康保険被扶養者（異動）届（昭和59年） 総務部人事課共済係 1984年度 未完
退職等後2
年

未完 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄 分割３

庶務 福利厚生
労働社会保険法
令関係

健康保険被扶養者（異動）届（昭和60年） 総務部人事課共済係 1985年度 未完
退職等後2
年

未完 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄 分割３

庶務 福利厚生
労働社会保険法
令関係

健康保険被扶養者（異動）届（昭和61年） 総務部人事課共済係 1986年度 未完
退職等後2
年

未完 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄 分割３

庶務 福利厚生
労働社会保険法
令関係

健康保険被扶養者（異動）届（昭和62年） 総務部人事課共済係 1987年度 未完
退職等後2
年

未完 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄 分割３

庶務 福利厚生
労働社会保険法
令関係

健康保険被扶養者（異動）届（昭和63年） 総務部人事課共済係 1988年度 未完
退職等後2
年

未完 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄 分割３

庶務 福利厚生
労働社会保険法
令関係

健康保険被扶養者（異動）届（平成元年） 総務部人事課共済係 1989年度 未完
退職等後2
年

未完 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄 分割３

庶務 福利厚生
労働社会保険法
令関係

健康保険被扶養者（異動）届（平成2年） 総務部人事課共済係 1990年度 未完
退職等後2
年

未完 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄 分割３

庶務 福利厚生
労働社会保険法
令関係

健康保険被扶養者（異動）届（平成3年） 総務部人事課共済係 1991年度 未完
退職等後2
年

未完 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄 分割３

庶務 福利厚生
労働社会保険法
令関係

健康保険被扶養者（異動）届（平成4年） 総務部人事課共済係 1992年度 未完
退職等後2
年

未完 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄 分割３

庶務 福利厚生
労働社会保険法
令関係

健康保険被扶養者（異動）届（平成5年） 総務部人事課共済係 1993年度 未完
退職等後2
年

未完 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄 分割３

庶務 福利厚生
労働社会保険法
令関係

健康保険被扶養者（異動）届（平成6年） 総務部人事課共済係 1994年度 未完
退職等後2
年

未完 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄 分割３

庶務 福利厚生
労働社会保険法
令関係

健康保険被扶養者（異動）届（平成7年） 総務部人事課共済係 1995年度 未完
退職等後2
年

未完 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄 分割３

庶務 福利厚生
労働社会保険法
令関係

健康保険被扶養者（異動）届（平成8年） 総務部人事課共済係 1996年度 未完
退職等後2
年

未完 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄 分割３

庶務 福利厚生
労働社会保険法
令関係

健康保険被扶養者（異動）届（平成9年） 総務部人事課共済係 1997年度 未完
退職等後2
年

未完 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄 分割３

庶務 福利厚生
労働社会保険法
令関係

健康保険被扶養者（異動）届（平成10年） 総務部人事課共済係 1998年度 未完
退職等後2
年

未完 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄 分割３

庶務 福利厚生
労働社会保険法
令関係

健康保険被扶養者（異動）届（平成11年） 総務部人事課共済係 1999年度 未完
退職等後2
年

未完 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄 分割３

庶務 福利厚生
労働社会保険法
令関係

健康保険被扶養者（異動）届（平成12年） 総務部人事課共済係 2000年度 未完
退職等後2
年

未完 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄 分割３

庶務 福利厚生
労働社会保険法
令関係

健康保険被扶養者（異動）届（平成13年） 総務部人事課共済係 2001年度 未完
退職等後2
年

未完 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄 分割３

庶務 福利厚生
労働社会保険法
令関係

健康保険被扶養者（異動）届（平成14年） 総務部人事課共済係 2002年度 未完
退職等後2
年

未完 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄 分割３

庶務 福利厚生
労働社会保険法
令関係

健康保険被扶養者（異動）届（平成15年） 総務部人事課共済係 2003年度 未完
退職等後2
年

未完 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄 分割３

庶務 福利厚生
労働社会保険法
令関係

健康保険被扶養者（異動）届（平成16年） 総務部人事課共済係 2004年度 未完
退職等後2
年

未完 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄 分割３

庶務 福利厚生
労働社会保険法
令関係

健康保険被扶養者（異動）届（平成17年） 総務部人事課共済係 2005年度 未完
退職等後2
年

未完 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄 分割３

庶務 福利厚生
労働社会保険法
令関係

健康保険被扶養者（異動）届（平成18年） 総務部人事課共済係 2006年度 未完
退職等後2
年

未完 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄 分割３

庶務 福利厚生
労働社会保険法
令関係

健康保険被扶養者（異動）届（平成19年） 総務部人事課共済係 2007年度 未完
退職等後2
年

未完 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄 分割３

庶務 福利厚生
労働社会保険法
令関係

健康保険被扶養者（異動）届（平成20年） 総務部人事課共済係 2008年度 未完
退職等後2
年

未完 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄 分割３

庶務 福利厚生
労働社会保険法
令関係

健康保険被扶養者（異動）届（平成21年） 総務部人事課共済係 2009年度 未完
退職等後2
年

未完 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄 分割３
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庶務 福利厚生
労働社会保険法
令関係

健康保険被扶養者（異動）届（平成22年） 総務部人事課共済係 2010年度 未完
退職等後2
年

未完 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄 分割３

庶務 福利厚生
労働社会保険法
令関係

健康保険被扶養者（異動）届（平成23年） 総務部人事課共済係 2011年度 未完
退職等後2
年

未完 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄 分割３

庶務 福利厚生
労働社会保険法
令関係

健康保険被扶養者（異動）届（平成24年） 総務部人事課共済係 2012年度 未完
退職等後2
年

未完 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄 分割３

庶務 福利厚生
労働社会保険法
令関係

健康保険被扶養者（異動）届（平成25年） 総務部人事課共済係 2013年度 未完
退職等後2
年

未完 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄 分割３

庶務 福利厚生
労働社会保険法
令関係

健康保険被扶養者（異動）届（平成26年） 総務部人事課共済係 2014年度 未完
退職等後2
年

未完 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄 分割３

庶務 福利厚生
労働社会保険法
令関係

健康保険被扶養者（異動）届（平成27年） 総務部人事課共済係 2015年度 未完
退職等後2
年

未完 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄 分割３

庶務 福利厚生
労働社会保険法
令関係

健康保険被扶養者（異動）届（平成28年） 総務部人事課共済係 2016年度 未完
退職等後2
年

未完 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄 分割３

庶務 福利厚生
労働社会保険法
令関係

健康保険被扶養者（異動）届（平成29年） 総務部人事課共済係 2017年度 未完
退職等後2
年

未完 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄 分割３

庶務 福利厚生
労働社会保険法
令関係

健康保険被扶養者（異動）届（平成30年） 総務部人事課共済係 2018年度 未完
退職等後2
年

未完 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄 分割３

庶務 福利厚生
労働社会保険法
令関係

健康保険被扶養者（異動）届（令和元年） 総務部職員課共済係 2019年度 未完
退職等後2
年

未完 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄 分割３

庶務 福利厚生
労働社会保険法
令関係

算定基礎・随時改定・賞与支払報告等（平成23年度） 総務部人事課共済係 2011年度 未完
退職等後2
年

未完 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄

庶務 福利厚生
労働社会保険法
令関係

算定基礎・随時改定・賞与支払報告等（平成24年度） 総務部人事課共済係 2012年度 未完
退職等後2
年

未完 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄

庶務 福利厚生
労働社会保険法
令関係

算定基礎・随時改定・賞与支払報告等（平成25年度） 総務部人事課共済係 2013年度 未完
退職等後2
年

未完 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄

庶務 福利厚生
労働社会保険法
令関係

算定基礎・随時改定・賞与支払報告等（平成26年度） 総務部人事課共済係 2014年度 未完
退職等後2
年

未完 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄

庶務 福利厚生
労働社会保険法
令関係

算定基礎・随時改定・賞与支払報告等（平成27年度） 総務部人事課共済係 2015年度 未完
退職等後3
年

未完 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄

庶務 福利厚生
労働社会保険法
令関係

算定基礎・随時改定・賞与支払報告等（平成28年度） 総務部人事課共済係 2016年度 未完
退職等後4
年

未完 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄

庶務 福利厚生
労働社会保険法
令関係

算定基礎・随時改定・賞与支払報告等（平成29年度） 総務部人事課共済係 2017年度 未完
退職等後5
年

未完 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄

庶務 福利厚生
労働社会保険法
令関係

算定基礎届（平成30年度） 総務部人事課共済係 2018年度 未完
退職等後6
年

未完 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄

庶務 福利厚生
労働社会保険法
令関係

算定基礎届（令和元年度） 総務部職員課共済係 2019年度 未完
退職等後6
年

未完 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄

庶務 福利厚生
労働社会保険法
令関係

随時改定・賞与支払報告等（平成30年度） 総務部人事課共済係 2018年度 未完
退職等後6
年

未完 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄

庶務 福利厚生
労働社会保険法
令関係

随時改定・賞与支払報告等（令和元年度） 総務部職員課共済係 2019年度 未完
退職等後6
年

未完 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄

庶務 福利厚生
労働社会保険法
令関係

健康保険被保険者原票 総務部人事課共済係 2007年度 未完
退職等後2
年

未完 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄

庶務 福利厚生
労働社会保険法
令関係

健康保険被保険者原票（6023～6701） 総務部人事課共済係 2011年度 未完
退職等後2
年

未完 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄

庶務 福利厚生
労働社会保険法
令関係

健康保険被保険者原票（6702～7343） 総務部人事課共済係 2012年度 未完
退職等後2
年

未完 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄

庶務 福利厚生
労働社会保険法
令関係

健康保険被保険者原票（7344～7766） 総務部人事課共済係 2013年度 未完
退職等後2
年

未完 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄

庶務 福利厚生
労働社会保険法
令関係

健康保険被保険者原票（7767～8331） 総務部人事課共済係 2017年度 未完
退職等後2
年

未完 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄

庶務 福利厚生
労働社会保険法
令関係

健康保険被保険者原票（8332～8778） 総務部人事課共済係 2018年度 未完
退職等後2
年

未完 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄

庶務 福利厚生
労働社会保険法
令関係

健康保険被保険者原票（令和元年度～） 総務部職員課共済係 2019年度 未完
退職等後2
年

未完 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄

庶務 福利厚生
労働社会保険法
令関係

扶養認定（平成27年度） 総務部人事課共済係 2015年度 未完
退職等後2
年

未完 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄

庶務 福利厚生
労働社会保険法
令関係

扶養認定取消（平成27年度） 総務部人事課共済係 2015年度 未完
退職等後2
年

未完 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄

庶務 福利厚生
労働社会保険法
令関係

被扶養者の要件の確認(平成24年度) 総務部人事課共済係 2012年度 未完
退職等後2
年

未完 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄

庶務 福利厚生
労働社会保険法
令関係

被扶養者の要件の確認（平成27年度） 総務部人事課共済係 2015年度 未完
退職等後2
年

未完 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄

庶務 福利厚生
労働社会保険法
令関係

被扶養者の情報提供（平成20年度） 総務部人事課共済係 2008年度 未完
退職等後2
年

未完 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄

庶務 福利厚生
労働社会保険法
令関係

健康保険・厚生年金保険被保険者賞与支払届等（平成24年） 総務部人事課共済係 2012年度 未完
退職等後2
年

未完 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄

庶務 福利厚生
労働社会保険法
令関係

健康保険・厚生年金保険被保険者賞与支払届等（平成25年） 総務部人事課共済係 2013年度 未完
退職等後2
年

未完 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄

庶務 福利厚生
労働社会保険法
令関係

健康保険・厚生年金保険被保険者賞与支払届等（平成26年） 総務部人事課共済係 2014年度 未完
退職等後2
年

未完 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄

庶務 福利厚生
労働社会保険法
令関係

健康保険・厚生年金保険被保険者賞与支払届等（平成27年） 総務部人事課共済係 2015年度 未完
退職等後2
年

未完 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄

庶務 福利厚生
労働社会保険法
令関係

健康保険・厚生年金保険被保険者賞与支払届等（平成28年） 総務部人事課共済係 2016年度 未完
退職等後2
年

未完 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄

庶務 福利厚生
労働社会保険法
令関係

健康保険・厚生年金保険被保険者賞与支払届等（平成29年） 総務部人事課共済係 2017年度 未完
退職等後2
年

未完 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄

庶務 福利厚生
労働社会保険法
令関係

健康保険・厚生年金保険被保険者賞与支払届等（平成30年） 総務部人事課共済係 2018年度 未完
退職等後2
年

未完 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄

庶務 福利厚生
労働社会保険法
令関係

健康保険・厚生年金保険被保険者賞与支払届等（令和元年） 総務部職員課共済係 2019年度 未完
退職等後2
年

未完 紙 職員課事務室 総務部職員課課長 廃棄



大分類 中分類 小分類 法人文書ファイル名 作成・取得者
作成（取得）
時期

保存期間の
起算日

保存期間 保存期間満了日
媒体の
種別

保存場所 文書管理者
保存期間
満了時の
措置

備考

庶務 福利厚生
労働社会保険法
令関係

育児休業給付金 総務部人事課共済係 2012年度 未完 脱退後2年 未完 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄

庶務 福利厚生
労働社会保険法
令関係

雇用保険関係　永久保存 総務部人事課共済係 2015年度 無期限 無期限 無期限 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄

庶務 福利厚生
労働社会保険法
令関係

常勤雇用保険　資格取得（平成16年度） 総務部人事課共済係 2004年度 未完 脱退後2年 未完 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄

庶務 福利厚生
労働社会保険法
令関係

ハローワーク提出書類（平成23年度） 総務部人事課共済係 2011年度 未完 脱退後2年 未完 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄

庶務 福利厚生
労働社会保険法
令関係

ハローワーク提出書類（平成24年度） 総務部人事課共済係 2012年度 未完 脱退後2年 未完 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄

庶務 福利厚生
労働社会保険法
令関係

ハローワーク提出書類（平成25年度）（分割2） 総務部人事課共済係 2013年度 未完 脱退後2年 未完 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄

庶務 福利厚生
労働社会保険法
令関係

社会保険・雇用保険控除報告（給与支給係提出分）（平成20年4月～平成21年11月） 総務部人事課共済係 2008年度 未完 脱退後2年 未完 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄

庶務 福利厚生
労働社会保険法
令関係

社会保険・雇用保険控除報告（給与支給係提出分）（平成25年3月～平成26年3月） 総務部人事課共済係 2013年度 未完 脱退後2年 未完 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄

庶務 福利厚生
労働社会保険法
令関係

社会保険・雇用保険控除報告（給与支給係提出分）（平成26年度） 総務部人事課共済係 2014年度 未完 脱退後2年 未完 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄

庶務 福利厚生
労働社会保険法
令関係

社会保険・雇用保険控除報告（給与支給係提出分）（平成27年度） 総務部人事課共済係 2015年度 未完 脱退後2年 未完 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄

庶務 福利厚生
労働社会保険法
令関係

社会保険・雇用保険控除報告（給与支給係提出分）（平成28年度） 総務部人事課共済係 2016年度 未完 脱退後2年 未完 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄

庶務 福利厚生
労働社会保険法
令関係

社会保険・雇用保険控除報告（給与支給係提出分）（平成29年度） 総務部人事課共済係 2017年度 未完 脱退後2年 未完 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄

庶務 福利厚生
労働社会保険法
令関係

社会保険・雇用保険控除報告（給与支給係提出分）（平成30年度） 総務部人事課共済係 2018年度 未完 脱退後2年 未完 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄

庶務 福利厚生
労働社会保険法
令関係

社会保険・雇用保険控除報告（給与支給係提出分）（令和元年度） 総務部職員課共済係 2019年度 未完 脱退後2年 未完 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄

庶務 福利厚生
労働社会保険法
令関係

社会保険手続（平成23年度） 総務部人事課共済係 2011年度 未完 脱退後2年 未完 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄

庶務 福利厚生
労働社会保険法
令関係

社会保険事務手続（平成21年度） 総務部人事課共済係 2009年度 未完 脱退後2年 未完 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄

庶務 福利厚生
労働社会保険法
令関係

離職証明書（平成17年12月～平成20年6月） 総務部人事課共済係 2005年度 未完 脱退後2年 未完 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄

庶務 福利厚生
労働社会保険法
令関係

離職証明書（平成20年7月～平成21年12月） 総務部人事課共済係 2008年度 未完 脱退後2年 未完 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄

庶務 福利厚生 その他 未登録関係 総務部人事課共済係 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 その他 行政文書管理(廃業等) 総務部人事課共済係 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 その他 行政文書の開示･不開示等関係綴　診療報酬明細書等の開示関係綴 総務部人事課共済係 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 その他 証明願　平成27-28年 総務部人事課共済係 2015年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 その他 保証人台帳 総務部人事課共済係 2015年度 未完 完済後7年 未完 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄 分割3
庶務 給与 その他 共済負担金払込関係(平成28年度） 総務部人事課共済係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 その他 組合員証　不正使用 総務部人事課共済係 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 その他 国が支払う一部負担金等の一部に相当する額の請求について 総務部人事課共済係 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 その他 加入者数及び前期高齢者数報告書つづり 総務部人事課共済係 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 総務部車庫倉庫 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 男女共同参画 JST女性研究者支援事業　うない研究者支援センター関係（平成24年度） うない研究者支援センター 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 ジェンダー協働推進 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 男女共同参画 JST女性研究者支援事業　うない研究者支援センター関係（平成25年度） うない研究者支援センター 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 ジェンダー協働推進 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 男女共同参画 JST女性研究者支援事業　うない研究者支援センター関係（平成26年度） うない研究者支援センター 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 ジェンダー協働推進 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 男女共同参画 JSTダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ（特色型）ジェンダー協働推進室関係（平成 ジェンダー協働推進室 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 ジェンダー協働推進 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 男女共同参画 JSTダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ（特色型）ジェンダー協働推進室関係（平成 ジェンダー協働推進室 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 ジェンダー協働推進 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 男女共同参画 JSTダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ（特色型）ジェンダー協働推進室関係（平成 ジェンダー協働推進室 2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 ジェンダー協働推進 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 男女共同参画 JSTダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ（特色型）ジェンダー協働推進室関係（平成 ジェンダー協働推進室 2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 ジェンダー協働推進 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 男女共同参画 JSTダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ（特色型）ジェンダー協働推進室関係（令和1 ジェンダー協働推進室 2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 ジェンダー協働推進 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 男女共同参画 JSTダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ（特色型）ジェンダー協働推進室関係（令和２ ジェンダー協働推進室 2020年度 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 ジェンダー協働推進 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 男女共同参画 JSTダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ（先端型）ジェンダー協働推進室関係（令和1 ジェンダー協働推進室 2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 ジェンダー協働推進 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 男女共同参画 JSTダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ（先端型）ジェンダー協働推進室関係（令和2 ジェンダー協働推進室 2020年度 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 ジェンダー協働推進 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 男女共同参画 岸本基金寄付金　女子大学院生対象グローバル人材育成事業（平成30年度） ジェンダー協働推進室 2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 ジェンダー協働推進 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 男女共同参画 岸本基金寄付金　女子大学院生対象グローバル人材育成事業（令和1年度） ジェンダー協働推進室 2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 ジェンダー協働推進 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 男女共同参画 九州アイランド女性研究者支援ネットワーク　Q-wea関係（平成28年度） ジェンダー協働推進室 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 ジェンダー協働推進 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 男女共同参画 九州アイランド女性研究者支援ネットワーク　Q-wea関係（平成29年度） ジェンダー協働推進室 2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 ジェンダー協働推進 総務部職員課課長 廃棄
庶務 福利厚生 男女共同参画 九州アイランド女性研究者支援ネットワーク　Q-wea関係（平成30年度） ジェンダー協働推進室 2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 ジェンダー協働推進 総務部職員課課長 廃棄

会計 物品 物品管理 資産管理台帳（平成16年度） 総務部情報企画課情報処理係 2004年度 2005/4/1 無期限 無期限 紙
総務部情報企画課事
務室

総務部情報企画課課長 廃棄

会計 物品 物品管理 資産管理台帳（平成17年度） 総務部情報企画課情報処理係 2005年度 2006/4/1 無期限 無期限 紙
総務部情報企画課事
務室

総務部情報企画課課長 廃棄

会計 物品 物品管理 資産管理台帳（平成18年度） 総務部情報企画課情報処理係 2006年度 2007/4/1 無期限 無期限 紙
総務部情報企画課事
務室

総務部情報企画課課長 廃棄

会計 物品 物品管理 資産管理台帳（平成19年度） 総務部情報企画課情報処理係 2007年度 2008/4/1 無期限 無期限 紙
総務部情報企画課事
務室

総務部情報企画課課長 廃棄

会計 物品 物品管理 資産管理台帳（平成20年度） 総務部情報企画課情報処理係 2008年度 2009/4/1 無期限 無期限 紙
総務部情報企画課事
務室

総務部情報企画課課長 廃棄

会計 物品 物品管理 資産管理台帳（平成21年度） 総務部情報企画課情報処理係 2009年度 2010/4/1 無期限 無期限 紙
総務部情報企画課事
務室

総務部情報企画課課長 廃棄

会計 物品 物品管理 資産管理台帳（平成22年度） 総務部情報企画課情報処理係 2010年度 2011/4/1 無期限 無期限 紙
総務部情報企画課事
務室

総務部情報企画課課長 廃棄

会計 物品 物品管理 資産管理台帳（平成23年度） 総務部情報企画課情報処理係 2011年度 2012/4/1 無期限 無期限 紙
総務部情報企画課事
務室

総務部情報企画課課長 廃棄

会計 物品 物品管理 資産管理台帳（平成24年度） 総務部情報企画課情報処理係 2012年度 2013/4/1 無期限 無期限 紙
総務部情報企画課事
務室

総務部情報企画課課長 廃棄

会計 物品 物品管理 資産管理台帳（平成25年度） 総務部情報企画課情報処理係 2013年度 2014/4/1 無期限 無期限 紙
総務部情報企画課事
務室

総務部情報企画課課長 廃棄

会計 物品 物品管理 資産管理台帳（平成26年度） 総務部情報企画課情報処理係 2014年度 2015/4/1 無期限 無期限 紙
総務部情報企画課事
務室

総務部情報企画課課長 廃棄
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会計 物品 物品管理 資産管理台帳（平成27年度） 総務部情報企画課情報処理係 2015年度 2016/4/1 無期限 無期限 紙
総務部情報企画課事
務室

総務部情報企画課課長 廃棄

会計 物品 物品管理 耐久消耗品台帳（平成27年度） 総務部情報企画課情報処理係 2015年度 2016/4/1 無期限 無期限 紙
総務部情報企画課事
務室

総務部情報企画課課長 廃棄
レンタルPCの配置状況、
すべて処分後廃棄

会計 物品 物品管理 廃棄関係書類（平成28年度） 総務部情報企画課情報処理係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙
総務部情報企画課事
務室

総務部情報企画課課長 廃棄

会計 物品 物品管理 廃棄関係書類（平成29年度） 総務部情報企画課情報処理係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙
総務部情報企画課事
務室

総務部情報企画課課長 廃棄

会計 物品 物品管理 貸出管理簿（平成25年度） 総務部情報企画課情報処理係 2013年度 2014/4/1 無期限 無期限 紙
総務部情報企画課事
務室

総務部情報企画課課長 廃棄

会計 物品 物品管理 貸出管理簿（平成26年度） 総務部情報企画課情報処理係 2014年度 2015/4/1 無期限 無期限 紙
総務部情報企画課事
務室

総務部情報企画課課長 廃棄

会計 物品 物品管理 貸出管理簿（平成27年度） 総務部情報企画課情報処理係 2015年度 2016/4/1 無期限 無期限 紙
総務部情報企画課事
務室

総務部情報企画課課長 廃棄

会計 物品 物品管理 貸出管理簿（平成28年度） 総務部情報企画課情報処理係 2016年度 2017/4/1 無期限 無期限 紙
総務部情報企画課事
務室

総務部情報企画課課長 廃棄

会計 物品 物品管理 貸出管理簿（平成29年度） 総務部情報企画課情報処理係 2017年度 2018/4/1 無期限 無期限 紙
総務部情報企画課事
務室

総務部情報企画課課長 廃棄

会計 物品 物品管理 貸出管理簿（平成30年度） 総務部情報企画課情報処理係 2018年度 2019/4/1 無期限 無期限 紙
総務部情報企画課事
務室

総務部情報企画課課長 廃棄

会計 物品 物品管理 購入依頼（平成30年度） 総務部情報企画課情報処理係 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙
総務部情報企画課事
務室

総務部情報企画課課長 廃棄

会計 物品 物品管理 購入依頼（令和元年度） 総務部情報企画課情報処理係 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙
総務部情報企画課事
務室

総務部情報企画課課長 廃棄

会計 物品 物品管理 購入依頼（令和2年度） 総務部情報企画課情報処理係 2020年度 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙
総務部情報企画課事
務室

総務部情報企画課課長 廃棄

庶務 情報処理 総括 情報化連絡協議会関係（平成28年度） 総務部情報企画課情報処理係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙
総務部情報企画課事
務室

総務部情報企画課課長 廃棄

庶務 情報処理 総括 情報化連絡協議会関係（平成29年度） 総務部情報企画課情報処理係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙
総務部情報企画課事
務室

総務部情報企画課課長 廃棄

庶務 情報処理 総括 情報化連絡協議会関係（平成30年度） 総務部情報企画課情報処理係 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙
総務部情報企画課事
務室

総務部情報企画課課長 廃棄

庶務 情報処理 総括 情報化連絡協議会関係（令和元年度） 総務部情報企画課情報処理係 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙
総務部情報企画課事
務室

総務部情報企画課課長 廃棄

庶務 情報処理 総括 情報化連絡協議会関係（令和2年度） 総務部情報企画課情報処理係 2020年度 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙
総務部情報企画課事
務室

総務部情報企画課課長 廃棄

庶務 情報処理 総括 文部科学省関係（平成28年度） 総務部情報企画課情報処理係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙
総務部情報企画課事
務室

総務部情報企画課課長 廃棄

庶務 情報処理 総括 文部科学省関係（平成29年度） 総務部情報企画課情報処理係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙
総務部情報企画課事
務室

総務部情報企画課課長 廃棄

庶務 情報処理 総括 文部科学省関係（平成30年度） 総務部情報企画課情報処理係 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙
総務部情報企画課事
務室

総務部情報企画課課長 廃棄

庶務 情報処理 総括 情報処理係発信通知（平成28年度） 総務部情報企画課情報処理係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙
総務部情報企画課事
務室

総務部情報企画課課長 廃棄

庶務 情報処理 総括 情報処理係発信通知（平成29年度） 総務部情報企画課情報処理係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙
総務部情報企画課事
務室

総務部情報企画課課長 廃棄

庶務 情報処理 総括 情報処理係発信通知（平成30年度） 総務部情報企画課情報処理係 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙
総務部情報企画課事
務室

総務部情報企画課課長 廃棄

庶務 情報処理 要員養成 事務情報化研修関係綴（平成28年度） 総務部情報企画課情報処理係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙
総務部情報企画課事
務室

総務部情報企画課課長 廃棄

庶務 情報処理 要員養成 事務情報化研修関係綴（平成29年度） 総務部情報企画課情報処理係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙
総務部情報企画課事
務室

総務部情報企画課課長 廃棄

庶務 情報処理 運用管理 事務系LAN接続申請書綴（平成28年度） 総務部情報企画課情報処理係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙
総務部情報企画課事
務室

総務部情報企画課課長 廃棄

庶務 情報処理 運用管理 事務系LAN接続申請書綴（平成29年度） 総務部情報企画課情報処理係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙
総務部情報企画課事
務室

総務部情報企画課課長 廃棄

庶務 情報処理 運用管理 事務系LAN接続申請書綴（平成30年度） 総務部情報企画課情報処理係 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙
総務部情報企画課事
務室

総務部情報企画課課長 廃棄

庶務 情報処理 運用管理 事務系LAN接続申請書綴（令和元年度） 総務部情報企画課情報処理係 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙
総務部情報企画課事
務室

総務部情報企画課課長 廃棄

庶務 情報処理 運用管理 事務系LAN接続申請書綴（令和2年度） 総務部情報企画課情報処理係 2020年度 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙
総務部情報企画課事
務室

総務部情報企画課課長 廃棄

庶務 情報処理 運用管理 業務用ユーザID登録申請書綴（平成28年度） 総務部情報企画課情報処理係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙
総務部情報企画課事
務室

総務部情報企画課課長 廃棄

庶務 情報処理 運用管理 業務用ユーザID登録申請書綴（平成29年度） 総務部情報企画課情報処理係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙
総務部情報企画課事
務室

総務部情報企画課課長 廃棄

庶務 情報処理 運用管理 業務用ユーザID登録申請書綴（平成30年度） 総務部情報企画課情報処理係 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙
総務部情報企画課事
務室

総務部情報企画課課長 廃棄

庶務 情報処理 運用管理 業務用ユーザID登録申請書綴（令和元年度） 総務部情報企画課情報処理係 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙
総務部情報企画課事
務室

総務部情報企画課課長 廃棄

庶務 情報処理 運用管理 業務用ユーザID登録申請書綴（令和元年度） 総務部情報企画課情報処理係 2020年度 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙
総務部情報企画課事
務室

総務部情報企画課課長 廃棄

庶務 情報処理 運用管理 事務システムの運用時間外利用申請書綴（平成28年度） 総務部情報企画課情報処理係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙
総務部情報企画課事
務室

総務部情報企画課課長 廃棄

庶務 情報処理 運用管理 事務システムの運用時間外利用申請書綴（平成29年度） 総務部情報企画課情報処理係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙
総務部情報企画課事
務室

総務部情報企画課課長 廃棄

庶務 情報処理 運用管理 事務システムの運用時間外利用申請書綴（平成30年度） 総務部情報企画課情報処理係 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙
総務部情報企画課事
務室

総務部情報企画課課長 廃棄

庶務 情報処理 運用管理 事務システムの運用時間外利用申請書綴（令和元年度） 総務部情報企画課情報処理係 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙
総務部情報企画課事
務室

総務部情報企画課課長 廃棄

庶務 会議
学内会議・委員
会委員会

総合情報処理センター運営委員会関係（平成28年度） 総務部情報企画課情報処理係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙
総務部情報企画課事
務室

総務部情報企画課課長 廃棄



大分類 中分類 小分類 法人文書ファイル名 作成・取得者
作成（取得）
時期

保存期間の
起算日

保存期間 保存期間満了日
媒体の
種別

保存場所 文書管理者
保存期間
満了時の
措置

備考

庶務 会議
学内会議・委員
会委員会

総合情報処理センター運営委員会関係（平成29年度） 総務部情報企画課情報処理係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙
総務部情報企画課事
務室

総務部情報企画課課長 廃棄

庶務 会議
学内会議・委員
会委員会

総合情報処理センター運営委員会関係（平成30年度） 総務部情報企画課情報処理係 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙
総務部情報企画課事
務室

総務部情報企画課課長 廃棄

庶務 会議
学内会議・委員
会委員会

総合情報処理センター運営委員会関係（令和元年度） 総務部情報企画課情報処理係 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙
総務部情報企画課事
務室

総務部情報企画課課長 廃棄

庶務 情報処理 総括 総合情報処理センター　実習室利用計画（平成28年度） 総務部情報企画課情報処理係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙
総務部情報企画課事
務室

総務部情報企画課課長 廃棄

庶務 情報処理 総括 総合情報処理センター　実習室利用計画（平成29年度） 総務部情報企画課情報処理係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙
総務部情報企画課事
務室

総務部情報企画課課長 廃棄

庶務 情報処理 総括 総合情報処理センター　実習室利用計画（平成30年度） 総務部情報企画課情報処理係 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙
総務部情報企画課事
務室

総務部情報企画課課長 廃棄

庶務 情報処理 総括 総合情報処理センター　実習室利用計画（令和元年度） 総務部情報企画課情報処理係 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙
総務部情報企画課事
務室

総務部情報企画課課長 廃棄

庶務 文書 文書管理 各種調査・依頼等（令和元年度） 総務部情報企画課情報処理係 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙
総務部情報企画課事
務室

総務部情報企画課課長 廃棄

庶務 文書 文書管理 各種調査・依頼等（令和２年度） 総務部情報企画課情報処理係 2020年度 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙
総務部情報企画課事
務室

総務部情報企画課課長 廃棄

庶務 服務 勤務時間 勤務時間管理関係（平成30年度） 総務部情報企画課情報処理係 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙
総務部情報企画課事
務室

総務部情報企画課課長 廃棄

庶務 服務 勤務時間 勤務時間管理関係（令和元年度） 総務部情報企画課情報処理係 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙
総務部情報企画課事
務室

総務部情報企画課課長 廃棄

庶務 服務 勤務時間 勤務時間報告書（令和２年度） 総務部情報企画課情報処理係 2020年度 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙
総務部情報企画課事
務室

総務部情報企画課課長 廃棄

庶務 服務 勤務時間 出張申請書・報告書（令和元年度） 総務部情報企画課情報処理係 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙
総務部情報企画課事
務室

総務部情報企画課課長 廃棄

庶務 服務 勤務時間 出張申請書・報告書（令和2年度） 総務部情報企画課情報処理係 2020年度 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙
総務部情報企画課事
務室

総務部情報企画課課長 廃棄

庶務 任用 総括 人事関係（平成30年度） 総務部情報企画課情報処理係 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙
総務部情報企画課事
務室

総務部情報企画課課長 廃棄

庶務 服務 勤務時間 休暇簿（平成30年度） 総務部情報企画課情報処理係 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙
総務部情報企画課事
務室

総務部情報企画課課長 廃棄

庶務 服務 勤務時間 休暇簿（令和元年度） 総務部情報企画課情報処理係 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙
総務部情報企画課事
務室

総務部情報企画課課長 廃棄

庶務 服務 勤務時間 休暇簿（令和2年度） 総務部情報企画課情報処理係 2020年度 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙
総務部情報企画課事
務室

総務部情報企画課課長 廃棄

庶務 給与 諸手当 諸手当関係、年末調整関係（平成30年度） 総務部情報企画課情報処理係 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙
総務部情報企画課事
務室

総務部情報企画課課長 廃棄

庶務 給与 諸手当 諸手当関係、年末調整関係（令和元年度） 総務部情報企画課情報処理係 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙
総務部情報企画課事
務室

総務部情報企画課課長 廃棄

庶務 情報処理 総括 情報セキュリティ係発信通知（平成30年度）
総務部情報企画課情報セキュリ
ティ係

2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙
総務部情報企画課事
務室

総務部情報企画課課長 廃棄

庶務 情報処理 総括 情報セキュリティ係発信通知（令和元年度）
総務部情報企画課情報セキュリ
ティ係

2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙
総務部情報企画課事
務室

総務部情報企画課課長 廃棄

庶務 情報処理 総括 情報セキュリティ係発信通知（令和２年度）
総務部情報企画課情報セキュリ
ティ係

2020年度 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙
総務部情報企画課事
務室

総務部情報企画課課長 廃棄

システ
ム

業務関係資
料

認証関係 ユーザID登録申請書（平成28年度） 総合情報処理センター 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙
総合情報処理セン
ター事務室

総務部情報企画課課長 廃棄

システ
ム

業務関係資
料

認証関係 ユーザID登録申請書（平成29年度） 総合情報処理センター 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙
総合情報処理セン
ター事務室

総務部情報企画課課長 廃棄

システ
ム

業務関係資
料

認証関係 ユーザID登録申請書（平成30年度） 総合情報処理センター 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙
総合情報処理セン
ター事務室

総務部情報企画課課長 廃棄

システ
ム

業務関係資
料

認証関係 ユーザID登録申請書（平成31年度） 総合情報処理センター 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙
総合情報処理セン
ター事務室

総務部情報企画課課長 廃棄

システ
ム

業務関係資
料

認証関係 ユーザID登録申請書（令和2年度） 総合情報処理センター 2020年度 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙
総合情報処理セン
ター事務室

総務部情報企画課課長 廃棄

システ
ム

業務関係資
料

認証関係 ユーザID登録申請書（受付簿）（平成30年度） 総合情報処理センター 2018年度 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙
総合情報処理セン
ター書庫

総務部情報企画課課長 廃棄

システ
ム

業務関係資
料

認証関係 ユーザID登録申請書（受付簿）（平成31年度） 総合情報処理センター 2019年度 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙
総合情報処理セン
ター書庫

総務部情報企画課課長 廃棄

システ
ム

業務関係資
料

認証関係 ユーザID登録申請書（受付簿）（令和2年度） 総合情報処理センター 2020年度 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙
総合情報処理セン
ター事務室

総務部情報企画課課長 廃棄

システ
ム

業務関係資
料

認証関係 ユーザID登録申請書データ（平成28年度） 総合情報処理センター 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 電子
総合情報処理セン
ターサーバ室

総務部情報企画課課長 廃棄

システ
ム

業務関係資
料

認証関係 ユーザID登録申請書データ（平成29年度） 総合情報処理センター 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 電子
総合情報処理セン
ターサーバ室

総務部情報企画課課長 廃棄

システ
ム

業務関係資
料

認証関係 ユーザID登録申請書データ（平成30年度） 総合情報処理センター 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 電子
総合情報処理セン
ターサーバ室

総務部情報企画課課長 廃棄

システ
ム

業務関係資
料

認証関係 ユーザID登録申請書データ（平成31年度） 総合情報処理センター 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 電子
総合情報処理セン
ターサーバ室

総務部情報企画課課長 廃棄

システ
ム

業務関係資
料

認証関係 ユーザID登録申請書データ（令和2年度） 総合情報処理センター 2020年度 2021/4/1 5年 2026/3/31 電子
総合情報処理セン
ターサーバ室

総務部情報企画課課長 廃棄

システ
ム

業務関係資
料

学内LAN関係 学内LAN接続申請書 総合情報処理センター 1993年度 未完 廃止後3年 未完 紙
総合情報処理セン
ター事務室

総務部情報企画課課長 廃棄

システ
ム

業務関係資
料

学内LAN関係 学内LAN接続申請関係データ 総合情報処理センター 1993年度 未完 廃止後3年 未完 電子
総合情報処理セン
ターサーバ室

総務部情報企画課課長 廃棄

システ
ム

業務関係資
料

認証関係 パスワード再発行綴り（申請書、受付簿）（平成30年度） 総合情報処理センター 2018年度 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙
総合情報処理セン
ター事務室

総務部情報企画課課長 廃棄

システ
ム

業務関係資
料

認証関係 パスワード再発行綴り（申請書、受付簿）（平成31年度） 総合情報処理センター 2019年度 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙
総合情報処理セン
ター書庫

総務部情報企画課課長 廃棄

システ
ム

業務関係資
料

認証関係 パスワード再発行綴り（申請書、受付簿）（令和2年度） 総合情報処理センター 2020年度 2021/4/1 3年 2024/3/31 紙
総合情報処理セン
ター事務室

総務部情報企画課課長 廃棄



大分類 中分類 小分類 法人文書ファイル名 作成・取得者
作成（取得）
時期

保存期間の
起算日

保存期間 保存期間満了日
媒体の
種別

保存場所 文書管理者
保存期間
満了時の
措置

備考

システ
ム

業務関係資
料

認証関係 パスワード再発行関係データ（平成28年度） 総合情報処理センター 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 電子
総合情報処理セン
ターサーバ室

総務部情報企画課課長 廃棄

システ
ム

業務関係資
料

認証関係 パスワード再発行関係データ（平成29年度） 総合情報処理センター 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 電子
総合情報処理セン
ターサーバ室

総務部情報企画課課長 廃棄

システ
ム

業務関係資
料

認証関係 パスワード再発行関係データ（平成30年度） 総合情報処理センター 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 電子
総合情報処理セン
ターサーバ室

総務部情報企画課課長 廃棄

システ
ム

業務関係資
料

認証関係 パスワード再発行関係データ（平成31年度） 総合情報処理センター 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 電子
総合情報処理セン
ターサーバ室

総務部情報企画課課長 廃棄

システ
ム

業務関係資
料

認証関係 パスワード再発行関係データ（令和2年度） 総合情報処理センター 2020年度 2021/4/1 5年 2026/3/31 電子
総合情報処理セン
ターサーバ室

総務部情報企画課課長 廃棄

システ
ム

業務関係資
料

認証関係 ユーザID変更届け綴り（平成30年度） 総合情報処理センター 2018年度 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙
総合情報処理セン
ター書庫

総務部情報企画課課長 廃棄

システ
ム

業務関係資
料

認証関係 ユーザID変更届け綴り（平成31年度） 総合情報処理センター 2019年度 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙
総合情報処理セン
ター書庫

総務部情報企画課課長 廃棄

システ
ム

業務関係資
料

認証関係 ユーザID変更届け綴り（令和2年度） 総合情報処理センター 2020年度 2021/4/1 3年 2024/3/31 紙
総合情報処理セン
ター事務室

総務部情報企画課課長 廃棄

システ
ム

業務関係資
料

認証関係 ユーザID変更届け関係データ（平成28年度） 総合情報処理センター 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 電子
総合情報処理セン
ターサーバ室

総務部情報企画課課長 廃棄

システ
ム

業務関係資
料

認証関係 ユーザID変更届け関係データ（平成29年度） 総合情報処理センター 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 電子
総合情報処理セン
ターサーバ室

総務部情報企画課課長 廃棄

システ
ム

業務関係資
料

認証関係 ユーザID変更届け関係データ（平成30年度） 総合情報処理センター 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 電子
総合情報処理セン
ターサーバ室

総務部情報企画課課長 廃棄

システ
ム

業務関係資
料

認証関係 ユーザID変更届け関係データ（平成31年度） 総合情報処理センター 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 電子
総合情報処理セン
ターサーバ室

総務部情報企画課課長 廃棄

システ
ム

業務関係資
料

認証関係 ユーザID変更届け関係データ（令和2年度） 総合情報処理センター 2020年度 2021/4/1 5年 2026/3/31 電子
総合情報処理セン
ターサーバ室

総務部情報企画課課長 廃棄

システ
ム

業務関係資
料

学内LAN関係 学内LAN臨時申請書（平成30年度） 総合情報処理センター 2018年度 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙
総合情報処理セン
ター書庫

総務部情報企画課課長 廃棄

システ
ム

業務関係資
料

学内LAN関係 学内LAN臨時申請書（平成31年度） 総合情報処理センター 2019年度 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙
総合情報処理セン
ター書庫

総務部情報企画課課長 廃棄
令和2年度よりファイル
を統合

サービ
ス

業務関係資
料

学内LAN関係
その他サービス関
係
組織向けサービス
関係

R2年度各種サービス申請書つづり

学内LAN関係
　学内LAN臨時申請書（令和2年度）
　ONU設置申請書（令和2年度）
組織向けサービス
　Webサービス利用申請書（令和2年度）
　独自ドメインWebサービス利用申請書（令和2年度）
　仮想サーバサービス利用申請書（令和2年度）
その他のサービス
　DNS登録申請書（令和2年度）
　メーリングリストサービス利用申請書（令和2年度）
　e-learning利用申請書（令和2年度）
　無線LAN使用依頼

総合情報処理センター 2020年度 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙
総合情報処理セン
ター事務室

総務部情報企画課課長 廃棄
統合
分冊２

サービ
ス

業務関係資
料

学内LAN関係 DNS登録申請書（平成28年度） 総合情報処理センター 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙
総合情報処理セン
ター事務室

総務部情報企画課課長 廃棄

サービ
ス

業務関係資
料

学内LAN関係 DNS登録申請書（平成29年度） 総合情報処理センター 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙
総合情報処理セン
ター事務室

総務部情報企画課課長 廃棄

サービ
ス

業務関係資
料

学内LAN関係 DNS登録申請書（平成30年度） 総合情報処理センター 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙
総合情報処理セン
ター事務室

総務部情報企画課課長 廃棄

サービ
ス

業務関係資
料

学内LAN関係 DNS登録申請書（平成31年度） 総合情報処理センター 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙
総合情報処理セン
ター書庫

総務部情報企画課課長 廃棄
令和2年度よりファイル
を統合

サービ
ス

業務関係資
料

学内LAN関係 DNS登録申請関係データ（平成28年度） 総合情報処理センター 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 電子
総合情報処理セン
ターサーバ室

総務部情報企画課課長 廃棄

サービ
ス

業務関係資
料

学内LAN関係 DNS登録申請関係データ（平成29年度） 総合情報処理センター 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 電子
総合情報処理セン
ターサーバ室

総務部情報企画課課長 廃棄

サービ
ス

業務関係資
料

学内LAN関係 DNS登録申請関係データ（平成30年度） 総合情報処理センター 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 電子
総合情報処理セン
ターサーバ室

総務部情報企画課課長 廃棄

サービ
ス

業務関係資
料

学内LAN関係 DNS登録申請関係データ（平成31年度） 総合情報処理センター 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 電子
総合情報処理セン
ターサーバ室

総務部情報企画課課長 廃棄

サービ
ス

業務関係資
料

学内LAN関係 DNS登録申請関係データ（令和2年度） 総合情報処理センター 2020年度 2021/4/1 5年 2026/3/31 電子
総合情報処理セン
ターサーバ室

総務部情報企画課課長 廃棄

システ
ム

業務関係資
料

学内LAN関係 ONU設置申請書（平成28年度） 総合情報処理センター 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙
総合情報処理セン
ター事務室

総務部情報企画課課長 廃棄

システ
ム

業務関係資
料

学内LAN関係 ONU設置申請書（平成29年度） 総合情報処理センター 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙
総合情報処理セン
ター事務室

総務部情報企画課課長 廃棄

システ
ム

業務関係資
料

学内LAN関係 ONU設置申請書（平成30年度） 総合情報処理センター 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙
総合情報処理セン
ター事務室

総務部情報企画課課長 廃棄

システ
ム

業務関係資
料

学内LAN関係 ONU設置申請書（平成31年度） 総合情報処理センター 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙
総合情報処理セン
ター書庫

総務部情報企画課課長 廃棄
令和2年度よりファイル
を統合

システ
ム

業務関係資
料

学内LAN関係 ONU設置申請関係データ（平成28年度） 総合情報処理センター 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 電子
総合情報処理セン
ターサーバ室

総務部情報企画課課長 廃棄

システ
ム

業務関係資
料

学内LAN関係 ONU設置申請関係データ（平成29年度） 総合情報処理センター 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 電子
総合情報処理セン
ターサーバ室

総務部情報企画課課長 廃棄

システ
ム

業務関係資
料

学内LAN関係 ONU設置申請関係データ（平成30年度） 総合情報処理センター 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 電子
総合情報処理セン
ターサーバ室

総務部情報企画課課長 廃棄

システ
ム

業務関係資
料

学内LAN関係 ONU設置申請関係データ（平成31年度） 総合情報処理センター 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 電子
総合情報処理セン
ターサーバ室

総務部情報企画課課長 廃棄

システ
ム

業務関係資
料

学内LAN関係 ONU設置申請関係データ（平成31年度） 総合情報処理センター 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 電子
総合情報処理セン
ターサーバ室

総務部情報企画課課長 廃棄

サービ
ス

業務関係資
料

組織向けサービス
関係

Webサービス利用申請書（平成28年度） 総合情報処理センター 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙
総合情報処理セン
ター書庫  事務室

総務部情報企画課課長 廃棄



大分類 中分類 小分類 法人文書ファイル名 作成・取得者
作成（取得）
時期

保存期間の
起算日

保存期間 保存期間満了日
媒体の
種別

保存場所 文書管理者
保存期間
満了時の
措置

備考

サービ
ス

業務関係資
料

組織向けサービス
関係

Webサービス利用申請書（平成29年度） 総合情報処理センター 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙
総合情報処理セン
ター書庫  事務室

総務部情報企画課課長 廃棄

サービ
ス

業務関係資
料

組織向けサービス
関係

Webサービス利用申請書（平成30年度） 総合情報処理センター 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙
総合情報処理セン
ター書庫  事務室

総務部情報企画課課長 廃棄

サービ
ス

業務関係資
料

組織向けサービス
関係

Webサービス利用申請書（平成31年度） 総合情報処理センター 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙
総合情報処理セン
ター  書庫

総務部情報企画課課長 廃棄
令和2年度よりファイル
を統合

サービ
ス

業務関係資
料

組織向けサービス
関係

独自ドメインWebサービス利用申請書（平成28年度） 総合情報処理センター 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙
総合情報処理セン
ター書庫  事務室

総務部情報企画課課長 廃棄

サービ
ス

業務関係資
料

組織向けサービス
関係

独自ドメインWebサービス利用申請書（平成29年度） 総合情報処理センター 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙
総合情報処理セン
ター書庫  事務室

総務部情報企画課課長 廃棄

サービ
ス

業務関係資
料

組織向けサービス
関係

独自ドメインWebサービス利用申請書（平成30年度） 総合情報処理センター 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙
総合情報処理セン
ター書庫  事務室

総務部情報企画課課長 廃棄

サービ
ス

業務関係資
料

組織向けサービス
関係

独自ドメインWebサービス利用申請書（平成31年度） 総合情報処理センター 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙
総合情報処理セン
ター  書庫

総務部情報企画課課長 廃棄
令和2年度よりファイル
を統合

サービ
ス

業務関係資
料

組織向けサービス
関係

独自ドメインWebサービス利用申請関係データ（平成28年度） 総合情報処理センター 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 電子
総合情報処理セン
ターサーバ室

総務部情報企画課課長 廃棄

サービ
ス

業務関係資
料

組織向けサービス
関係

独自ドメインWebサービス利用申請関係データ（平成29年度） 総合情報処理センター 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 電子
総合情報処理セン
ターサーバ室

総務部情報企画課課長 廃棄

サービ
ス

業務関係資
料

組織向けサービス
関係

独自ドメインWebサービス利用申請関係データ（平成30年度） 総合情報処理センター 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 電子
総合情報処理セン
ターサーバ室

総務部情報企画課課長 廃棄

サービ
ス

業務関係資
料

組織向けサービス
関係

独自ドメインWebサービス利用申請関係データ（平成31年度） 総合情報処理センター 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 電子
総合情報処理セン
ターサーバ室

総務部情報企画課課長 廃棄

サービ
ス

業務関係資
料

組織向けサービス
関係

独自ドメインWebサービス利用申請関係データ（平成31年度） 総合情報処理センター 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 電子
総合情報処理セン
ターサーバ室

総務部情報企画課課長 廃棄

サービ
ス

業務関係資
料

その他サービス関
係

メーリングリストサービス利用申請書（平成28年度） 総合情報処理センター 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙
総合情報処理セン
ター書庫  事務室

総務部情報企画課課長 廃棄

サービ
ス

業務関係資
料

その他サービス関
係

メーリングリストサービス利用申請書（平成29年度） 総合情報処理センター 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙
総合情報処理セン
ター書庫  事務室

総務部情報企画課課長 廃棄

サービ
ス

業務関係資
料

その他サービス関
係

メーリングリストサービス利用申請書（平成30年度） 総合情報処理センター 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙
総合情報処理セン
ター書庫  事務室

総務部情報企画課課長 廃棄

サービ
ス

業務関係資
料

その他サービス関
係

メーリングリストサービス利用申請書（平成31年度） 総合情報処理センター 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙
総合情報処理セン
ター  書庫

総務部情報企画課課長 廃棄
令和2年度よりファイル
を統合

サービ
ス

業務関係資
料

その他サービス関
係

メーリングリストサービス利用申請関係データ（平成28年度） 総合情報処理センター 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 電子
総合情報処理セン
ターサーバ室

総務部情報企画課課長 廃棄

サービ
ス

業務関係資
料

その他サービス関
係

メーリングリストサービス利用申請関係データ（平成29年度） 総合情報処理センター 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 電子
総合情報処理セン
ターサーバ室

総務部情報企画課課長 廃棄

サービ
ス

業務関係資
料

その他サービス関
係

メーリングリストサービス利用申請関係データ（平成30年度） 総合情報処理センター 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 電子
総合情報処理セン
ターサーバ室

総務部情報企画課課長 廃棄

サービ
ス

業務関係資
料

その他サービス関
係

メーリングリストサービス利用申請関係データ（平成31年度） 総合情報処理センター 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 電子
総合情報処理セン
ターサーバ室

総務部情報企画課課長 廃棄

サービ
ス

業務関係資
料

その他サービス関
係

メーリングリストサービス利用申請関係データ（平成31年度） 総合情報処理センター 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 電子
総合情報処理セン
ターサーバ室

総務部情報企画課課長 廃棄

サービ
ス

業務関係資
料

組織向けサービス
関係

仮想サーバサービス利用申請書（平成28年度） 総合情報処理センター 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙
総合情報処理セン
ター書庫  事務室

総務部情報企画課課長 廃棄

サービ
ス

業務関係資
料

組織向けサービス
関係

仮想サーバサービス利用申請書（平成29年度） 総合情報処理センター 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙
総合情報処理セン
ター書庫  事務室

総務部情報企画課課長 廃棄

サービ
ス

業務関係資
料

組織向けサービス
関係

仮想サーバサービス利用申請書（平成30年度） 総合情報処理センター 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙
総合情報処理セン
ター書庫  事務室

総務部情報企画課課長 廃棄

サービ
ス

業務関係資
料

組織向けサービス
関係

仮想サーバサービス利用申請書（平成31年度） 総合情報処理センター 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙
総合情報処理セン
ター  書庫

総務部情報企画課課長 廃棄
令和2年度よりファイル
を統合

サービ
ス

業務関係資
料

組織向けサービス
関係

仮想サーバサービス利用申請関係データ（平成28年度） 総合情報処理センター 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 電子
総合情報処理セン
ターサーバ室

総務部情報企画課課長 廃棄

サービ
ス

業務関係資
料

組織向けサービス
関係

仮想サーバサービス利用申請関係データ（平成29年度） 総合情報処理センター 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 電子
総合情報処理セン
ターサーバ室

総務部情報企画課課長 廃棄

サービ
ス

業務関係資
料

組織向けサービス
関係

仮想サーバサービス利用申請関係データ（平成30年度） 総合情報処理センター 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 電子
総合情報処理セン
ターサーバ室

総務部情報企画課課長 廃棄

サービ
ス

業務関係資
料

組織向けサービス
関係

仮想サーバサービス利用申請関係データ（平成31年度） 総合情報処理センター 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 電子
総合情報処理セン
ターサーバ室

総務部情報企画課課長 廃棄

サービ
ス

業務関係資
料

組織向けサービス
関係

仮想サーバサービス利用申請関係データ（平成31年度） 総合情報処理センター 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 電子
総合情報処理セン
ターサーバ室

総務部情報企画課課長 廃棄

サービ
ス

業務関係資
料

その他サービス関
係

e-learning利用申請書（平成28年度） 総合情報処理センター 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙
総合情報処理セン
ター書庫  事務室

総務部情報企画課課長 廃棄

サービ
ス

業務関係資
料

その他サービス関
係

e-learning利用申請書（平成29年度） 総合情報処理センター 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙
総合情報処理セン
ター書庫  事務室

総務部情報企画課課長 廃棄

サービ
ス

業務関係資
料

その他サービス関
係

e-learning利用申請書（平成30年度） 総合情報処理センター 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙
総合情報処理セン
ター書庫  事務室

総務部情報企画課課長 廃棄

サービ
ス

業務関係資
料

その他サービス関
係

e-learning利用申請書（平成31年度） 総合情報処理センター 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙
総合情報処理セン
ター  書庫

総務部情報企画課課長 廃棄
令和2年度よりファイル
を統合

サービ
ス

業務関係資
料

その他サービス関
係

e-learning利用申請関係データ（平成28年度） 総合情報処理センター 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 電子
総合情報処理セン
ターサーバ室

総務部情報企画課課長 廃棄

サービ
ス

業務関係資
料

その他サービス関
係

e-learning利用申請関係データ（平成29年度） 総合情報処理センター 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 電子
総合情報処理セン
ターサーバ室

総務部情報企画課課長 廃棄

サービ
ス

業務関係資
料

その他サービス関
係

e-learning利用申請関係データ（平成30年度） 総合情報処理センター 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 電子
総合情報処理セン
ターサーバ室

総務部情報企画課課長 廃棄

サービ
ス

業務関係資
料

その他サービス関
係

e-learning利用申請関係データ（平成31年度） 総合情報処理センター 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 電子
総合情報処理セン
ターサーバ室

総務部情報企画課課長 廃棄

サービ
ス

業務関係資
料

その他サービス関
係

e-learning利用申請関係データ（平成31年度） 総合情報処理センター 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 電子
総合情報処理セン
ターサーバ室

総務部情報企画課課長 廃棄

システ
ム

業務関係資
料

学内LAN関係 広帯域光線番管理表 総合情報処理センター 2011年度 2012/4/1 無期限 無期限 紙
総合情報処理セン
ター事務室

総務部情報企画課課長 廃棄

システ
ム

業務関係資
料

認証関係 印刷枚数増加依頼関係データ（平成28年度） 総合情報処理センター 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 電子
総合情報処理セン
ターサーバ室

総務部情報企画課課長 廃棄



大分類 中分類 小分類 法人文書ファイル名 作成・取得者
作成（取得）
時期

保存期間の
起算日

保存期間 保存期間満了日
媒体の
種別

保存場所 文書管理者
保存期間
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備考

システ
ム

業務関係資
料

認証関係 印刷枚数増加依頼関係データ（平成29年度） 総合情報処理センター 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 電子
総合情報処理セン
ターサーバ室

総務部情報企画課課長 廃棄

庶務
業務関係資
料

運営関係 センターニュース 総合情報処理センター 1997年度 未完 無期限 無期限 電子
総合情報処理セン
ターサーバ室

総務部情報企画課課長 廃棄

会計
業務関係資
料

経理関係 計算機利用料金付替関係データ（平成28年度） 総合情報処理センター 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 電子
総合情報処理セン
ターサーバ室

総務部情報企画課課長 廃棄

会計
業務関係資
料

経理関係 計算機利用料金付替関係データ（平成29年度） 総合情報処理センター 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 電子
総合情報処理セン
ターサーバ室

総務部情報企画課課長 廃棄

会計
業務関係資
料

経理関係 計算機利用料金付替関係データ（平成30年度） 総合情報処理センター 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 電子
総合情報処理セン
ターサーバ室

総務部情報企画課課長 廃棄

会計
業務関係資
料

経理関係 計算機利用料金付替関係データ（平成31年度） 総合情報処理センター 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 電子
総合情報処理セン
ターサーバ室

総務部情報企画課課長 廃棄

会計
業務関係資
料

経理関係 計算機利用料金付替関係データ（令和2年度） 総合情報処理センター 2020年度 2021/4/1 5年 2026/3/31 電子
総合情報処理セン
ターサーバ室

総務部情報企画課課長 廃棄

庶務
学内関係資
料

運営関係 実習室使用申請書（平成30年度） 総合情報処理センター 2018年度 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙
総合情報処理セン
ター事務室

総務部情報企画課課長 廃棄

庶務
学内関係資
料

運営関係 実習室使用申請書（平成31年度） 総合情報処理センター 2019年度 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙
総合情報処理セン
ター事務室

総務部情報企画課課長 廃棄

庶務
学内関係資
料

運営関係 実習室使用申請書（令和2年度） 総合情報処理センター 2020年度 2021/4/1 3年 2024/3/31 紙
総合情報処理セン
ター事務室

総務部情報企画課課長 廃棄

庶務
業務関係資
料

運営関係 機器借用申込書（平成30年度） 総合情報処理センター 2018年度 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙
総合情報処理セン
ター事務室

総務部情報企画課課長 廃棄

庶務
業務関係資
料

運営関係 機器借用申込書（平成31年度～） 総合情報処理センター 2019年度 未完 3年 未完 紙
総合情報処理セン
ター書庫

総務部情報企画課課長 廃棄 31年度から統合した

庶務
学内関係資
料

運営関係 一般通知文書綴り（平成28年度） 総合情報処理センター 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙
総合情報処理セン
ター書庫  事務室

総務部情報企画課課長 廃棄

庶務
学内関係資
料

運営関係 一般通知文書綴り（平成29年度） 総合情報処理センター 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙
総合情報処理セン
ター書庫  事務室

総務部情報企画課課長 廃棄

庶務
学内関係資
料

運営関係 一般通知文書綴り（平成30年度） 総合情報処理センター 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙
総合情報処理セン
ター書庫  事務室

総務部情報企画課課長 廃棄

庶務
学内関係資
料

運営関係 一般通知文書綴り（平成31年度） 総合情報処理センター 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙
総合情報処理セン
ター書庫  事務室

総務部情報企画課課長 廃棄

庶務
学内関係資
料

運営関係 一般通知文書綴り（令和2年度） 総合情報処理センター 2020年度 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙
総合情報処理セン
ター事務室

総務部情報企画課課長 廃棄

庶務
学内関係資
料

運営関係 一般通知文書関係データ（平成28年度） 総合情報処理センター 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 電子
総合情報処理セン
ターサーバ室

総務部情報企画課課長 廃棄

庶務
学内関係資
料

運営関係 一般通知文書関係データ（平成29年度） 総合情報処理センター 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 電子
総合情報処理セン
ターサーバ室

総務部情報企画課課長 廃棄

庶務
学内関係資
料

運営関係 一般通知文書関係データ（平成30年度） 総合情報処理センター 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 電子
総合情報処理セン
ターサーバ室

総務部情報企画課課長 廃棄

庶務
学内関係資
料

運営関係 一般通知文書関係データ（平成31年度） 総合情報処理センター 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 電子
総合情報処理セン
ターサーバ室

総務部情報企画課課長 廃棄

庶務
学内関係資
料

運営関係 一般通知文書関係データ（令和2年度） 総合情報処理センター 2020年度 2021/4/1 5年 2026/3/31 電子
総合情報処理セン
ターサーバ室

総務部情報企画課課長 廃棄

庶務
学内関係資
料

運営関係 原議書綴り（平成27年度） 総合情報処理センター 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙
総合情報処理セン
ター書庫  事務室

総務部情報企画課課長 廃棄

庶務
学内関係資
料

運営関係 原議書綴り（平成28年度） 総合情報処理センター 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙
総合情報処理セン
ター書庫  事務室

総務部情報企画課課長 廃棄

庶務
学内関係資
料

運営関係 原議書綴り（平成29年度） 総合情報処理センター 2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙
総合情報処理セン
ター書庫  事務室

総務部情報企画課課長 廃棄

庶務
学内関係資
料

運営関係 原議書綴り（平成30年度） 総合情報処理センター 2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙
総合情報処理セン
ター書庫  事務室

総務部情報企画課課長 廃棄

庶務
学内関係資
料

運営関係 原議書綴り（平成31年度） 総合情報処理センター 2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙
総合情報処理セン
ター書庫  事務室

総務部情報企画課課長 廃棄

庶務
学内関係資
料

運営関係 原議書綴り（令和2年度） 総合情報処理センター 2020年度 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙
総合情報処理セン
ター事務室

総務部情報企画課課長 廃棄

庶務
学内関係資
料

運営関係 原議書関係データ（平成27年度） 総合情報処理センター 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 電子
総合情報処理セン
ターサーバ室

総務部情報企画課課長 廃棄

庶務
学内関係資
料

運営関係 原議書関係データ（平成28年度） 総合情報処理センター 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 電子
総合情報処理セン
ターサーバ室

総務部情報企画課課長 廃棄

庶務
学内関係資
料

運営関係 原議書関係データ（平成29年度） 総合情報処理センター 2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 電子
総合情報処理セン
ターサーバ室

総務部情報企画課課長 廃棄

庶務
学内関係資
料

運営関係 原議書関係データ（平成30年度） 総合情報処理センター 2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 電子
総合情報処理セン
ターサーバ室

総務部情報企画課課長 廃棄

庶務
学内関係資
料

運営関係 原議書関係データ（平成31年度） 総合情報処理センター 2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 電子
総合情報処理セン
ターサーバ室

総務部情報企画課課長 廃棄

庶務
学内関係資
料

運営関係 原議書関係データ（令和2年度） 総合情報処理センター 2020年度 2021/4/1 10年 2031/3/31 電子
総合情報処理セン
ターサーバ室

総務部情報企画課課長 廃棄

会計
学内関係資
料

経理関係 購入依頼書綴り（平成27年度） 総合情報処理センター 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙
総合情報処理セン
ター書庫

総務部情報企画課課長 廃棄

会計
学内関係資
料

経理関係 購入依頼書綴り（平成28年度） 総合情報処理センター 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙
総合情報処理セン
ター書庫

総務部情報企画課課長 廃棄

会計
学内関係資
料

経理関係 購入依頼書綴り（平成29年度） 総合情報処理センター 2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙
総合情報処理セン
ター書庫

総務部情報企画課課長 廃棄

会計
学内関係資
料

経理関係 購入依頼書綴り（平成30年度） 総合情報処理センター 2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙
総合情報処理セン
ター書庫

総務部情報企画課課長 廃棄

会計
学内関係資
料

経理関係 購入依頼書綴り（平成31年度） 総合情報処理センター 2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙
総合情報処理セン
ター書庫

総務部情報企画課課長 廃棄

会計
学内関係資
料

経理関係 購入依頼書綴り（令和2年度） 総合情報処理センター 2020年度 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙
総合情報処理セン
ター事務室

総務部情報企画課課長 廃棄

会計
学内関係資
料

経理関係 物品管理簿（平成27年度） 総合情報処理センター 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 電子
総合情報処理セン
ターサーバ室

総務部情報企画課課長 廃棄



大分類 中分類 小分類 法人文書ファイル名 作成・取得者
作成（取得）
時期

保存期間の
起算日

保存期間 保存期間満了日
媒体の
種別

保存場所 文書管理者
保存期間
満了時の
措置

備考

会計
学内関係資
料

経理関係 物品管理簿（平成28年度） 総合情報処理センター 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 電子
総合情報処理セン
ターサーバ室

総務部情報企画課課長 廃棄

会計
学内関係資
料

経理関係 物品管理簿（平成29年度） 総合情報処理センター 2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 電子
総合情報処理セン
ターサーバ室

総務部情報企画課課長 廃棄

会計
学内関係資
料

経理関係 物品管理簿（平成30年度） 総合情報処理センター 2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 電子
総合情報処理セン
ターサーバ室

総務部情報企画課課長 廃棄

会計
学内関係資
料

経理関係 物品管理簿（平成31年度） 総合情報処理センター 2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 電子
総合情報処理セン
ターサーバ室

総務部情報企画課課長 廃棄

会計
学内関係資
料

経理関係 物品管理簿（令和2年度） 総合情報処理センター 2020年度 2021/4/1 10年 2031/3/31 電子
総合情報処理セン
ターサーバ室

総務部情報企画課課長 廃棄

会計
学内関係資
料

経理関係 物品管理通知書(S48～S63） 総合情報処理センター 1973年度 1974/4/1 無期限 無期限 紙
総合情報処理セン
ター書庫

総務部情報企画課課長 廃棄

会計
学内関係資
料

経理関係 物品管理通知書(H1～H6） 総合情報処理センター 1989年度 1995/4/1 無期限 無期限 紙
総合情報処理セン
ター書庫

総務部情報企画課課長 廃棄

会計
学内関係資
料

経理関係 物品管理通知書(H7～H9） 総合情報処理センター 1995年度 1998/4/1 無期限 無期限 紙
総合情報処理セン
ター書庫

総務部情報企画課課長 廃棄

会計
学内関係資
料

経理関係 物品管理通知書(H10） 総合情報処理センター 1998年度 1999/4/1 無期限 無期限 紙
総合情報処理セン
ター書庫

総務部情報企画課課長 廃棄

会計
学内関係資
料

経理関係 物品管理通知書(H11） 総合情報処理センター 1999年度 2000/4/1 無期限 無期限 紙
総合情報処理セン
ター書庫

総務部情報企画課課長 廃棄

会計
学内関係資
料

経理関係 物品管理通知書(H12） 総合情報処理センター 2000年度 2001/4/1 無期限 無期限 紙
総合情報処理セン
ター書庫

総務部情報企画課課長 廃棄

会計
学内関係資
料

経理関係 物品管理通知書(H13） 総合情報処理センター 2001年度 2002/4/1 無期限 無期限 紙
総合情報処理セン
ター書庫

総務部情報企画課課長 廃棄

会計
学内関係資
料

経理関係 物品管理通知書(H14） 総合情報処理センター 2002年度 2003/4/1 無期限 無期限 紙
総合情報処理セン
ター書庫

総務部情報企画課課長 廃棄

会計
学内関係資
料

経理関係 物品管理通知書(H15） 総合情報処理センター 2003年度 2004/4/1 無期限 無期限 紙
総合情報処理セン
ター書庫

総務部情報企画課課長 廃棄
H16以降は資産管理台
帳へ

会計
学内関係資
料

経理関係 資産管理台帳（H16～H17) 総合情報処理センター 2004年度 2006/4/1 無期限 無期限 紙
総合情報処理セン
ター事務室

総務部情報企画課課長 廃棄

会計
学内関係資
料

経理関係 資産管理台帳（H18～H20) 総合情報処理センター 2006年度 2009/4/1 無期限 無期限 紙
総合情報処理セン
ター事務室

総務部情報企画課課長 廃棄

会計
学内関係資
料

経理関係 資産管理台帳（H21～H28) 総合情報処理センター 2009年度 2017/4/1 無期限 無期限 紙
総合情報処理セン
ター事務室

総務部情報企画課課長 廃棄

会計
学内関係資
料

経理関係 資産管理台帳（H29～　) 総合情報処理センター 2017年度 未完 無期限 無期限 紙
総合情報処理セン
ター事務室

総務部情報企画課課長 廃棄

会計
学内関係資
料

経理関係 出張・研修申請書（平成28年度） 総合情報処理センター 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙
総合情報処理セン
ター事務室

総務部情報企画課課長 廃棄

会計
学内関係資
料

経理関係 出張・研修申請書（平成29年度） 総合情報処理センター 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙
総合情報処理セン
ター事務室

総務部情報企画課課長 廃棄

会計
学内関係資
料

経理関係 出張・研修申請書（平成30年度） 総合情報処理センター 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙
総合情報処理セン
ター事務室

総務部情報企画課課長 廃棄

会計
学内関係資
料

経理関係 出張・研修申請書（平成31年度） 総合情報処理センター 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙
総合情報処理セン
ター事務室

総務部情報企画課課長 廃棄

会計
学内関係資
料

経理関係 出張・研修申請書（令和2年度） 総合情報処理センター 2020年度 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙
総合情報処理セン
ター事務室

総務部情報企画課課長 廃棄

会計
学内関係資
料

経理関係 各種保証書綴り 総合情報処理センター 2002年度 未完
保証期間終
了後1年

未完 紙
総合情報処理セン
ター書庫

総務部情報企画課課長 廃棄

会計
学内関係資
料

知的所有権 ライセンス証綴 総合情報処理センター 2002年度 未完
ライセンス
終了後3年

未完 紙
総合情報処理セン
ター事務室

総務部情報企画課課長 廃棄

庶務
学内関係資
料

運営関係 センター会議関係データ 総合情報処理センター 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 電子
総合情報処理セン
ターサーバ室

総務部情報企画課課長 廃棄

庶務
学内関係資
料

運営関係 センター会議関係データ 総合情報処理センター 2020年度 2021/4/1 5年 2026/3/31 電子
総合情報処理セン
ターサーバ室

総務部情報企画課課長 廃棄

システ
ム

業務関係資
料

システム関係 キャンパス情報システム仕様書 総合情報処理センター 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙
総合情報処理セン
ター事務室

総務部情報企画課課長 廃棄

システ
ム

業務関係資
料

システム関係 キャンパス情報システム仕様書 総合情報処理センター 2015年度 未完 無期限 無期限 電子
総合情報処理セン
ターサーバ室

総務部情報企画課課長 廃棄

システ
ム

業務関係資
料

システム関係 キャンパス情報ネットワーク提案書 総合情報処理センター 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙
総合情報処理セン
ター事務室

総務部情報企画課課長 廃棄

システ
ム

業務関係資
料

学内LAN関係 広帯域キャンパス情報ネットワークシステム仕様書 総合情報処理センター 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙
総合情報処理セン
ター事務室

総務部情報企画課課長 廃棄

システ
ム

業務関係資
料

学内LAN関係 広帯域キャンパス情報ネットワークシステム仕様書 総合情報処理センター 2011年度 未完 無期限 無期限 電子
総合情報処理セン
ターサーバ室

総務部情報企画課課長 廃棄

システ
ム

業務関係資
料

学内LAN関係 広帯域キャンパス情報ネットワークシステム提案書 総合情報処理センター 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙
総合情報処理セン
ター事務室

総務部情報企画課課長 廃棄

庶務
学内関係資
料

運営関係 出勤簿（平成31年） 総合情報処理センター 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙
総合情報処理セン
ター事務室

総務部情報企画課課長 廃棄
写しの保管　原本は、
情報企画課へ

庶務
学内関係資
料

運営関係 出勤簿（令和2年） 総合情報処理センター 2020年度 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙
総合情報処理セン
ター事務室

総務部情報企画課課長 廃棄
追加　写しの保管　原
本は、情報企画課へ

庶務
学内関係資
料

運営関係 休暇簿（平成31年） 総合情報処理センター 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙
総合情報処理セン
ター事務室

総務部情報企画課課長 廃棄
写しの保管　原本は、
情報企画課へ

庶務
学内関係資
料

運営関係 休暇簿（令和2年） 総合情報処理センター 2020年度 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙
総合情報処理セン
ター事務室

総務部情報企画課課長 廃棄
追加　写しの保管　原
本は、情報企画課へ

庶務
学内関係資
料

運営関係 時間外勤務記録簿 総合情報処理センター 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙
総合情報処理セン
ター事務室

総務部情報企画課課長 廃棄
写しの保管　原本は、
情報企画課へ

庶務
学内関係資
料

運営関係 時間外勤務記録簿（令和2年） 総合情報処理センター 2020年度 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙
総合情報処理セン
ター事務室

総務部情報企画課課長 廃棄
追加　写しの保管　原
本は、情報企画課へ

庶務
納入業者関
係資料

ISMS関係 ISMS関連資料(ISMS文書管理台帳 参照） 総合情報処理センター 2014年度 未完 無期限 無期限 紙
総合情報処理セン
ター事務室

総務部情報企画課課長 廃棄 分冊2

庶務
納入業者関
係資料

ISMS関係 ISMS関連 総合情報処理センター 2014年度 未完 無期限 無期限 電子
総合情報処理セン
ターサーバ室

総務部情報企画課課長 廃棄 分冊５



大分類 中分類 小分類 法人文書ファイル名 作成・取得者
作成（取得）
時期

保存期間の
起算日

保存期間 保存期間満了日
媒体の
種別
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備考

会計
納入業者関
係資料

システム関係 各種契約書綴り 総合情報処理センター 1992年度 未完 無期限 無期限 紙
総合情報処理セン
ター事務室

総務部情報企画課課長 廃棄

システ
ム

業務関係資
料

システム関係 学外接続・SINET・JPNIC関連ファイル 総合情報処理センター 1992年度 未完 無期限 無期限 紙
総合情報処理セン
ター事務室

総務部情報企画課課長 廃棄

システ
ム

業務関係資
料

システム関係 工事竣工図面(ネットワーク等) 総合情報処理センター 1981年度 未完 無期限 無期限 紙
総合情報処理セン
ター事務室

総務部情報企画課課長 廃棄

システ
ム

学内関係資
料

システム関係 アカデミック情報ネットワークシステム資料 総合情報処理センター 2001年度 2001/4/1 無期限 無期限 紙
総合情報処理セン
ター事務室

総務部情報企画課課長 廃棄

システ
ム

業務関係資
料

認証関係 教職員データ・異動データ（平成28年度） 総合情報処理センター 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 電子
総合情報処理セン
ターサーバ室

総務部情報企画課課長 廃棄

システ
ム

業務関係資
料

認証関係 教職員データ・異動データ（平成29年度） 総合情報処理センター 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 電子
総合情報処理セン
ターサーバ室

総務部情報企画課課長 廃棄

システ
ム

業務関係資
料

認証関係 教職員データ・異動データ（平成30年度） 総合情報処理センター 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 電子
総合情報処理セン
ターサーバ室

総務部情報企画課課長 廃棄

システ
ム

業務関係資
料

認証関係 教職員データ・異動データ（平成31年度） 総合情報処理センター 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 電子
総合情報処理セン
ター事務室

総務部情報企画課課長 廃棄

システ
ム

業務関係資
料

認証関係 教職員データ・異動データ（令和2年度） 総合情報処理センター 2020年度 2021/4/1 5年 2026/3/31 電子
総合情報処理セン
ターサーバ室

総務部情報企画課課長 廃棄

システ
ム

業務関係資
料

認証関係 学生データ（平成28年度） 総合情報処理センター 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 電子
総合情報処理セン
ターサーバ室

総務部情報企画課課長 廃棄

システ
ム

業務関係資
料

認証関係 学生データ（平成29年度） 総合情報処理センター 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 電子
総合情報処理セン
ターサーバ室

総務部情報企画課課長 廃棄

システ
ム

業務関係資
料

認証関係 学生データ（平成30年度） 総合情報処理センター 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 電子
総合情報処理セン
ターサーバ室

総務部情報企画課課長 廃棄

システ
ム

業務関係資
料

認証関係 学生データ（平成31年度） 総合情報処理センター 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 電子
総合情報処理セン
ター事務室

総務部情報企画課課長 廃棄

システ
ム

業務関係資
料

認証関係 学生データ（令和2年度） 総合情報処理センター 2020年度 2021/4/1 5年 2026/3/31 電子
総合情報処理セン
ターサーバ室

総務部情報企画課課長 廃棄

システ
ム

業務関係資
料

認証関係 ユーザ登録データ（平成28年度） 総合情報処理センター 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 電子
総合情報処理セン
ターサーバ室

総務部情報企画課課長 廃棄

システ
ム

業務関係資
料

認証関係 ユーザ登録データ（平成29年度） 総合情報処理センター 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 電子
総合情報処理セン
ターサーバ室

総務部情報企画課課長 廃棄

システ
ム

業務関係資
料

認証関係 ユーザ登録データ（平成30年度） 総合情報処理センター 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 電子
総合情報処理セン
ターサーバ室

総務部情報企画課課長 廃棄

システ
ム

業務関係資
料

認証関係 ユーザ登録データ（平成31年度） 総合情報処理センター 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 電子
総合情報処理セン
ターサーバ室

総務部情報企画課課長 廃棄

システ
ム

業務関係資
料

認証関係 ユーザ登録データ（令和2年度） 総合情報処理センター 2020年度 2021/4/1 5年 2026/3/31 電子
総合情報処理セン
ターサーバ室

総務部情報企画課課長 廃棄

庶務
業務関係資
料

システム関係 キャンパス情報システム利用状況 総合情報処理センター 1991年度 未完 無期限 無期限 電子
総合情報処理セン
ターサーバ室

総務部情報企画課課長 廃棄

会計
学内関係資
料

経理関係 総合情報処理センター予算関係データ 総合情報処理センター 2010年度 未完 無期限 無期限 電子
総合情報処理セン
ターサーバ室

総務部情報企画課課長 廃棄

システ
ム

業務関係資
料

システム関係 ディフィカルティレポート（現キャンパス情報処理システム） 総合情報処理センター 2015年度 未完
契約終了後
5年

未完 紙
総合情報処理セン
ター事務室

総務部情報企画課課長 廃棄

システ
ム

業務関係資
料

システム関係 ディフィカルティレポートデータ（現キャンパス情報処理システム） 総合情報処理センター 2015年度 未完
契約終了後
5年

未完 電子
総合情報処理セン
ターサーバ室

総務部情報企画課課長 廃棄

会計
学内関係資
料

経理関係 臨時人夫等雇上（臨時雇用）関係データ 総合情報処理センター 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 電子
総合情報処理セン
ターサーバ室

総務部情報企画課課長 廃棄

サービ
ス

業務関係資
料

その他サービス関
係

サーバ室機器設置申請書 総合情報処理センター 2017年度 未完 5年 未完 紙
総合情報処理セン
ター事務室

総務部情報企画課課長 廃棄

サービ
ス

業務関係資
料

その他サービス関
係

サーバ室機器設置申請書データ 総合情報処理センター 2017年度 未完 契約期間中 未完 電子
総合情報処理セン
ターサーバ室

総務部情報企画課課長 廃棄


