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2009年度 総務 IDE IDE大学協会東海支部(平成21年度) 総務部総務課総務掛 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 廃棄

2010年度 総務 IDE IDE大学協会東海支部(平成22年度) 総務部総務課総務掛 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 廃棄

2011年度 総務 IDE IDE大学協会東海支部(平成23年度) 総務部総務課総務掛 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 廃棄

2012年度 総務 IDE IDE大学協会東海支部(平成24年度) 総務部総務課総務掛 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 廃棄

2013年度 総務 IDE ＩＤＥ大学協会東海支部（平成25年度） 総務部総務課総務掛 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 廃棄

2004年度 総務 愛知学長懇話会 愛知学長懇話会関係書類(平成20年度～平成21年度) 総務部総務課総務掛 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 廃棄

2006年度 総務 愛知学長懇話会 愛知学長懇話会(平成22年度) 総務部総務課総務掛 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 廃棄

2010年度 総務 愛知学長懇話会 愛知学長懇話会会計関係(平成22年度) 総務部総務課総務掛 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 廃棄

2011年度 総務 愛知学長懇話会 愛知学長懇話会・世話人会関係(第51回～第63回) 総務部総務課総務掛 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 廃棄

2012年度 総務 愛知学長懇話会 愛知学長懇話会・世話人会関係(第64回～第65回) 総務部総務課総務掛 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 廃棄

2013年度 総務 愛知学長懇話会 愛知学長懇話会・世話人会関係(第66回～第68回) 総務部総務課総務掛 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 廃棄

2011年度 総務 愛知学長懇話会 愛知学長懇話会事務局関係書類(平成23年度№1) 総務部総務課総務掛 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 廃棄

2011年度 総務 愛知学長懇話会 愛知学長懇話会事務局関係書類(平成23年度№2) 総務部総務課総務掛 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 廃棄

2012年度 総務 愛知学長懇話会 愛知学長懇話会事務局関係書類(平成24年度) 総務部総務課総務掛 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 廃棄

2013年度 総務 愛知学長懇話会 愛知学長懇話会事務局関係書類（平成25年度） 総務部総務課総務掛 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 廃棄

2011年度 総務 愛知学長懇話会 愛知学長懇話会会計関係(平成23年度) 総務部総務課総務掛 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 廃棄

2012年度 総務 愛知学長懇話会 愛知学長懇話会会計関係(平成24年度) 総務部総務課総務掛 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 廃棄

2013年度 総務 愛知学長懇話会 愛知学長懇話会会計関係（平成25年度） 総務部総務課総務掛 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 廃棄

2014年度 総務 IDE ＩＤＥ大学協会東海支部（平成26年度） 総務部総務課総務掛 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 廃棄

2014年度 総務 愛知学長懇話会 愛知学長懇話会事務局関係書類（平成26年度） 総務部総務課総務掛 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 廃棄

2014年度 総務 愛知学長懇話会 第11回全国大学コンソーシアム研究交流フォーラム 総務部総務課総務掛 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 廃棄

2014年度 総務 愛知学長懇話会 愛知学長懇話会コーディネート科目関係（平成26年度） 総務部総務課総務掛 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 廃棄

2014年度 総務 愛知学長懇話会 愛知学長懇話会会計関係（平成26年度） 総務部総務課総務掛 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 廃棄

2014年度 総務 愛知学長懇話会 国連ESDに向けた取り組み（愛知学長懇話会）　１／２ 総務部総務課総務掛 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 廃棄

2014年度 総務 愛知学長懇話会 国連ESDに向けた取り組み（愛知学長懇話会）　２／２ 総務部総務課総務掛 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 廃棄

2014年度 総務 行事 ESD大学生リレーシンポジウム第６回名古屋大学 総務部総務課総務掛 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 廃棄

2014年度 総務 愛知学長懇話会 愛知学長懇話会単位互換事業関係(平成26年度) 総務部総務課総務掛 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 廃棄

2014年度 総務 愛知学長懇話会 愛知学長懇話会コーディネート科目関係（平成26年度） 総務部総務課総務掛 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 廃棄

2014年度 総務 愛知学長懇話会 愛知学長懇話会・世話人会関係(第69回～第71回) 総務部総務課総務掛 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 廃棄

2015年度 総務 IDE ＩＤＥ大学協会東海支部（平成27年度） 総務部総務課総務掛 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 廃棄

2015年度 総務 愛知学長懇話会 愛知学長懇話会事務局関係書類（平成27年度） 総務部総務課総務掛 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 廃棄

2015年度 総務 愛知学長懇話会 愛知学長懇話会・世話人会関係(第72回～第74回) 総務部総務課総務掛 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 廃棄

2015年度 総務 愛知学長懇話会 愛知学長懇話会単位互換事業関係(平成27年度) 総務部総務課総務掛 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 廃棄

2015年度 総務 愛知学長懇話会 愛知学長懇話会コーディネート科目関係（平成27年度） 総務部総務課総務掛 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 廃棄

2015年度 総務 愛知学長懇話会 第12回全国大学コンソーシアム研究交流フォーラム 総務部総務課総務掛 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 廃棄

2015年度 総務 愛知学長懇話会 愛知学長懇話会会計関係（平成27年度） 総務部総務課総務掛 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 廃棄

2016年度 総務 IDE ＩＤＥ大学協会東海支部（平成28年度） 総務部総務課総務係 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 廃棄

2016年度 総務 愛知学長懇話会 愛知学長懇話会事務局関係書類（平成28年度） 総務部総務課総務係 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 廃棄

2016年度 総務 愛知学長懇話会 愛知学長懇話会・世話人会関係(第75回～第77回) 総務部総務課総務係 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 廃棄

2016年度 総務 愛知学長懇話会 愛知学長懇話会単位互換事業関係(平成28年度) 総務部総務課総務係 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 廃棄

2016年度 総務 愛知学長懇話会 愛知学長懇話会コーディネート科目関係（平成28年度） 総務部総務課総務係 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 廃棄

2016年度 総務 愛知学長懇話会 第13回全国大学コンソーシアム研究交流フォーラム 総務部総務課総務係 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 廃棄
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2016年度 総務 愛知学長懇話会 愛知学長懇話会会計関係（平成28年度） 総務部総務課総務係 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 廃棄

2017年度 総務 IDE ＩＤＥ大学協会東海支部（平成29年度） 総務部総務課総務係 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 廃棄

2017年度 総務 愛知学長懇話会 愛知学長懇話会事務局関係書類（平成29年度） 総務部総務課総務係 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 廃棄

2017年度 総務 愛知学長懇話会 愛知学長懇話会・世話人会関係(第78回～第79回) 総務部総務課総務係 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 廃棄

2017年度 総務 愛知学長懇話会 愛知学長懇話会単位互換事業関係(平成29年度) 総務部総務課総務係 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 廃棄

2017年度 総務 愛知学長懇話会 愛知学長懇話会会計関係（平成29年度） 総務部総務課総務係 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 廃棄

2015年度 総務 会議 平成２７年度総長選考会議関係綴 総務部総務課 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 移管

2016年度 総務 会議 平成２８年度総長選考会議関係綴 総務部総務課 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 移管

2017年度 総務 会議 平成２９年度総長選考会議関係綴 総務部総務課 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 移管

2018年度 総務 会議 平成３０年度総長選考会議関係綴 総務部総務課 2019/4/1 30年 2049/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 移管

2018年度 総務 IDE ＩＤＥ大学協会東海支部（平成30年度） 総務部総務課総務係 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 廃棄

2018年度 総務 愛知学長懇話会 愛知学長懇話会事務局関係書類（平成30年度） 総務部総務課総務係 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 廃棄

2018年度 総務 愛知学長懇話会 愛知学長懇話会・世話人会関係(第80回～第81回) 総務部総務課総務係 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 廃棄

2018年度 総務 愛知学長懇話会 愛知学長懇話会単位互換事業関係(平成30年度) 総務部総務課総務係 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 廃棄

2018年度 総務 愛知学長懇話会 愛知学長懇話会会計関係（平成30年度） 総務部総務課総務係 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 廃棄

1953年度 総務 会議 昭和２８年学長選挙に関する綴 総務部総務課総務掛 1954/4/1 無期限 ------ 紙 事務局倉庫 総務部総務課長 移管

1954年度 総務 公印 公印制定に関する綴　29.1.1，50.3 総務部総務課総務掛 1955/4/1 無期限 ------ 紙 事務局倉庫 総務部総務課長 移管

1957年度 総務 会議 昭和３２年学長選挙関係綴 総務部総務課総務掛 1958/4/1 無期限 ------ 紙 事務局倉庫 総務部総務課長 移管

1959年度 総務 会議 昭和３４年学長選挙関係綴 総務部総務課総務掛 1960/4/1 無期限 ------ 紙 事務局倉庫 総務部総務課長 移管

1963年度 総務 会議 昭和３８年学長選挙関係書類 総務部総務課総務掛 1964/4/1 無期限 ------ 紙 事務局倉庫 総務部総務課長 移管

1964年度 総務 公印 公印関係法規綴 総務部総務課総務掛 1965/4/1 無期限 ------ 紙 事務局倉庫 総務部総務課長 移管

1969年度 総務 会議 学長選挙に関する資料　４４ 総務部総務課総務掛 1970/4/1 無期限 ------ 紙 事務局倉庫 総務部総務課長 移管

1970年度 総務 会議 45.6.25学位候補者第１次選挙投票結果 総務部総務課総務掛 1971/4/1 無期限 ------ 紙 事務局倉庫 総務部総務課長 移管

1970年度 総務 会議 学長選挙有資格者名簿 総務部総務課総務掛 1971/4/1 無期限 ------ 紙 事務局倉庫 総務部総務課長 移管

1970年度 総務 会議 学長選考基準検討委員会45.4.28 総務部総務課総務掛 1971/4/1 無期限 ------ 紙 事務局倉庫 総務部総務課長 移管

1974年度 総務 公印 公印の制定（昭和２９年～昭和４９年） 総務部総務課総務掛 1975/4/1 無期限 ------ 紙 総務課室内 総務部総務課長 移管

1975年度 総務 会議 学長選挙関係綴(意向投票)　昭和５０年 総務部総務課総務掛 1976/4/1 無期限 ------ 紙 事務局倉庫 総務部総務課長 移管

1978年度 総務 会議 学長選考基準（昭53年) 総務部総務課総務掛 1979/4/1 無期限 ------ 紙 事務局倉庫 総務部総務課長 移管

1979年度 総務 会議 学長選挙に関する資料　54.4.～60.7 総務部総務課総務掛 1980/4/1 無期限 ------ 紙 事務局倉庫 総務部総務課長 移管

1979年度 総務 会議 学長選挙関係綴(意向投票)　昭和５４年 総務部総務課総務掛 1980/4/1 無期限 ------ 紙 事務局倉庫 総務部総務課長 移管

1989年度 総務 会議 学部長会議事録３４（６３．６．７～元．７．４） 総務部総務課総務掛 1990/4/1 30年 2020/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 移管

1989年度 総務 行事 天皇陛下崩御関係 総務部総務課総務掛 1990/4/1 30年 2020/3/31 紙 事務局倉庫 総務部総務課長 移管

1989年度 総務 会議 評議会議事録７４（６３．９．２０～元．６．６） 総務部総務課総務掛 1990/4/1 30年 2020/3/31 紙 事務局倉庫 総務部総務課長 移管

1989年度 総務 会議 評議会議事録７５（元．３．２８） 総務部総務課総務掛 1990/4/1 30年 2020/3/31 紙 事務局倉庫 総務部総務課長 移管

1990年度 総務 感謝状 献体者に対する感謝状の贈呈（昭和６３年度～平成２年度） 総務部総務課総務掛 1991/4/1 30年 2021/3/31 紙 事務局倉庫 総務部総務課長 廃棄

1990年度 総務 会議 事務長会（６３．９．２７～２．４．１０） 総務部総務課総務掛 1991/4/1 30年 2021/3/31 紙 事務局倉庫 総務部総務課長 移管

1990年度 総務 行事 即位礼正殿の儀 総務部総務課総務掛 1991/4/1 30年 2021/3/31 紙 事務局倉庫 総務部総務課長 移管

1990年度 総務 会議 第49回東海，北陸地区国立学校等庶務部課長会議(平2.9.21) 総務部総務課総務掛 1991/4/1 30年 2021/3/31 紙 事務局倉庫 総務部総務課長 廃棄

1990年度 総務 会議 盗難等防止対策委員会関係綴（平成2年12月） 総務部総務課総務掛 1991/4/1 30年 2021/3/31 紙 事務局倉庫 総務部総務課長 移管

1990年度 総務 会議 評議会議事録７６（元．７．４～２．２．２０） 総務部総務課総務掛 1991/4/1 30年 2021/3/31 紙 事務局倉庫 総務部総務課長 移管

1990年度 総務 会議 評議会議事録７７（２．３．２７） 総務部総務課総務掛 1991/4/1 30年 2021/3/31 紙 事務局倉庫 総務部総務課長 移管

1991年度 総務 会議 学長選挙意向投票関係綴　平成3年 総務部総務課総務掛 1992/4/1 30年 2022/3/31 紙 事務局倉庫 総務部総務課長 移管



作成・取得年度 大分類 中分類
ファイル名
（小分類）

作成・取得者 起算日 保存期間 保存期間満了日
媒体の種

別 保存場所 管理者
保存期間満了時の措
置 備考

1991年度 総務 会議 学長選挙意向投票関係綴　平成3年　№1 総務部総務課総務掛 1992/4/1 30年 2022/3/31 紙 事務局倉庫 総務部総務課長 移管

1991年度 総務 会議 学長選挙意向投票関係綴　平成3年　№2 総務部総務課総務掛 1992/4/1 30年 2022/3/31 紙 事務局倉庫 総務部総務課長 移管

1991年度 総務 会議 学長選挙管理委員会　平成3年度　№1 総務部総務課総務掛 1992/4/1 30年 2022/3/31 紙 事務局倉庫 総務部総務課長 移管

1991年度 総務 会議 学長選挙管理委員会　平成3年度　№2 総務部総務課総務掛 1992/4/1 30年 2022/3/31 紙 事務局倉庫 総務部総務課長 移管

1991年度 総務 会議 学部長会議事録３５（元．９．１９～３．６．４） 総務部総務課総務掛 1992/4/1 30年 2022/3/31 紙 事務局倉庫 総務部総務課長 移管

1991年度 総務 教養部 教養部長候補者推薦 総務部総務課総務掛 1992/4/1 30年 2022/3/31 紙 事務局倉庫 総務部総務課長 廃棄

1991年度 総務 会議 事務長会（２．５．２２～３．１２．１０） 総務部総務課総務掛 1992/4/1 30年 2022/3/31 紙 事務局倉庫 総務部総務課長 移管

1991年度 総務 会議 評議会議事録７８（２．４．１７～３．２．１９） 総務部総務課総務掛 1992/4/1 30年 2022/3/31 紙 事務局倉庫 総務部総務課長 移管

1991年度 総務 会議 評議会議事録７９（３．３．２６） 総務部総務課総務掛 1992/4/1 30年 2022/3/31 紙 事務局倉庫 総務部総務課長 移管

1991年度 総務 会議 評議会議事録８０（３．４．１６～３．１２．１７） 総務部総務課総務掛 1992/4/1 30年 2022/3/31 紙 事務局倉庫 総務部総務課長 移管

1991年度 総務 会議 平成3年7月学長選挙関係 総務部総務課総務掛 1992/4/1 30年 2022/3/31 紙 事務局倉庫 総務部総務課長 移管

1991年度 総務 行事 立太子宣明の儀 総務部総務課総務掛 1992/4/1 30年 2022/3/31 紙 事務局倉庫 総務部総務課長 移管

1992年度 総務 会議 学長選挙意向投票関係綴　平成4年 総務部総務課総務掛 1993/4/1 30年 2023/3/31 紙 事務局倉庫 総務部総務課長 移管

1992年度 総務 会議 学長選挙管理委員会　平成4年（№1） 総務部総務課総務掛 1993/4/1 30年 2023/3/31 紙 事務局倉庫 総務部総務課長 移管

1992年度 総務 会議 学長選挙管理委員会　平成4年（№2） 総務部総務課総務掛 1993/4/1 30年 2023/3/31 紙 事務局倉庫 総務部総務課長 移管

1992年度 総務 会議 学長選挙関係（平成４年） 総務部総務課総務掛 1993/4/1 30年 2023/3/31 紙 事務局倉庫 総務部総務課長 移管

1992年度 総務 会議 学部長会議事録３６（３．７．２～４．１０．２０） 総務部総務課総務掛 1993/4/1 30年 2023/3/31 紙 事務局倉庫 総務部総務課長 移管

1992年度 総務 感謝状 献体者に対する感謝状の贈呈（平成３年度～平成４年度） 総務部総務課総務掛 1993/4/1 30年 2023/3/31 紙 事務局倉庫 総務部総務課長 廃棄

1992年度 総務 行事 故早川幸男名古屋大学長大学葬 総務部総務課総務掛 1993/4/1 30年 2023/3/31 紙 事務局倉庫 総務部総務課長 移管

1992年度 総務 会議 事務長会（４．１．２８～４．９．８） 総務部総務課総務掛 1993/4/1 30年 2023/3/31 紙 事務局倉庫 総務部総務課長 移管

1992年度 総務 会議 事務長会議（4.10.27～5.3.23） 総務部総務課総務掛 1993/4/1 30年 2023/3/31 紙 事務局倉庫 総務部総務課長 移管

1992年度 総務 会議 事務長会議（平成４年度） 総務部総務課総務掛 1993/4/1 30年 2023/3/31 紙 事務局倉庫 総務部総務課長 移管

1992年度 総務 行事 卒業式（平成４年度） 総務部総務課総務掛 1993/4/1 30年 2023/3/31 紙 事務局倉庫 総務部総務課長 移管

1992年度 総務 会議 評議会議事録８１（４．１．２１～４．１１．１７） 総務部総務課総務掛 1993/4/1 30年 2023/3/31 紙 事務局倉庫 総務部総務課長 移管

1992年度 総務 会議 評議会議事録８２（４．３．２４） 総務部総務課総務掛 1993/4/1 30年 2023/3/31 紙 事務局倉庫 総務部総務課長 移管

1992年度 総務 会議 平成4年学長選挙関係綴 総務部総務課総務掛 1993/4/1 30年 2023/3/31 紙 事務局倉庫 総務部総務課長 移管

1993年度 総務 答申 各種審議会答申等（平成４年度～平成５年度） 総務部総務課総務掛 1994/4/1 30年 2024/3/31 紙 事務局倉庫 総務部総務課長 廃棄

1993年度 総務 会議 学部長会議事録３７（４．１１．１７～５．６．２９） 総務部総務課総務掛 1994/4/1 30年 2024/3/31 紙 事務局倉庫 総務部総務課長 移管

1993年度 総務 教養部 教養部審議会議事録原本（５７．１～５．９） 総務部総務課総務掛 1994/4/1 30年 2024/3/31 紙 事務局倉庫 総務部総務課長 廃棄

1993年度 総務 行事 皇太子徳仁親王殿下の結婚の儀 総務部総務課総務掛 1994/4/1 30年 2024/3/31 紙 事務局倉庫 総務部総務課長 移管

1993年度 総務 会議 事務連絡協議会（平成５年度） 総務部総務課総務掛 1994/4/1 30年 2024/3/31 紙 事務局倉庫 総務部総務課長 移管

1993年度 総務 会議 大学院委員会議事録（６３．１．１９～５．５．１８） 総務部総務課総務掛 1994/4/1 30年 2024/3/31 紙 事務局倉庫 総務部総務課長 移管

1993年度 総務 会議 盗難等防止対策委員会関係綴（平成5年） 総務部総務課総務掛 1994/4/1 30年 2024/3/31 紙 事務局倉庫 総務部総務課長 移管

1993年度 総務 会議 評議会議事録８３（４．１２．１５～５．５．１８） 総務部総務課総務掛 1994/4/1 30年 2024/3/31 紙 事務局倉庫 総務部総務課長 移管

1993年度 総務 会議 評議会議事録８４（５．３．１６） 総務部総務課総務掛 1994/4/1 30年 2024/3/31 紙 事務局倉庫 総務部総務課長 移管

1993年度 総務 公印 公印の制定（昭和５０年～平成５年） 総務部総務課総務掛 1994/4/1 無期限 ------ 紙 総務課室内 総務部総務課長 移管

1994年度 総務 会議 学部長会議事録３８（５．９．２１～６．７．１９） 総務部総務課総務掛 1995/4/1 30年 2025/3/31 紙 事務局倉庫 総務部総務課長 移管

1994年度 総務 その他 阪神淡路大震災関係綴 総務部総務課総務掛 1995/4/1 30年 2025/3/31 紙 事務局倉庫 総務部総務課長 廃棄

1994年度 総務 会議 事務連絡協議会（平成６年度） 総務部総務課総務掛 1995/4/1 30年 2025/3/31 紙 事務局倉庫 総務部総務課長 移管

1994年度 総務 会議 評議会議事録８５（５．６．８～６．６．７） 総務部総務課総務掛 1995/4/1 30年 2025/3/31 紙 事務局倉庫 総務部総務課長 移管

1994年度 総務 会議 評議会議事録綴　評－６（６２．６．１５～６．５．１７） 総務部総務課総務掛 1995/4/1 30年 2025/3/31 紙 事務局倉庫 総務部総務課長 移管

1994年度 総務 会議 評議会議事録綴　評－７（６．６．７～　　　　　　　） 総務部総務課総務掛 1995/4/1 30年 2025/3/31 紙 事務局倉庫 総務部総務課長 移管



作成・取得年度 大分類 中分類
ファイル名
（小分類）

作成・取得者 起算日 保存期間 保存期間満了日
媒体の種

別 保存場所 管理者
保存期間満了時の措
置 備考

1995年度 総務 行事 「故福田赳夫」内閣・自由民主党合同葬儀 総務部総務課総務掛 1996/4/1 30年 2026/3/31 紙 事務局倉庫 総務部総務課長 移管

1995年度 総務 行事 故雍仁親王妃勢津子御喪儀 総務部総務課総務掛 1996/4/1 30年 2026/3/31 紙 事務局倉庫 総務部総務課長 移管

1995年度 総務 会議 視察日：平成8年2月20日　参議院「国際問題に関する調査会」 総務部総務課総務掛 1996/4/1 30年 2026/3/31 紙 事務局倉庫 総務部総務課長 移管

1995年度 総務 会議 事務連絡協議会（平成７年度） 総務部総務課総務掛 1996/4/1 30年 2026/3/31 紙 事務局倉庫 総務部総務課長 移管

1995年度 総務 行事 卒業式（平成５年度～平成７年度） 総務部総務課総務掛 1996/4/1 30年 2026/3/31 紙 事務局倉庫 総務部総務課長 移管

1995年度 総務 会議 評議会議事録８６（６．６．２８～７．１０．１７） 総務部総務課総務掛 1996/4/1 30年 2026/3/31 紙 事務局倉庫 総務部総務課長 移管

1995年度 総務 会議 平成7年度七国立大学事務局長（H7.10.23） 総務部総務課総務掛 1996/4/1 30年 2026/3/31 紙 事務局倉庫 総務部総務課長 移管

1995年度 総務 実地視察 法学視学委員による実地視察（平成７年１１月） 総務部総務課総務掛 1996/4/1 30年 2026/3/31 紙 事務局倉庫 総務部総務課長 廃棄

1996年度 総務 答申 各種審議会答申等（平成６年度～平成８年５月） 総務部総務課総務掛 1997/4/1 30年 2027/3/31 紙 事務局倉庫 総務部総務課長 廃棄

1996年度 総務 会議 総長選挙関係綴　平成8年　№1 総務部総務課総務掛 1997/4/1 30年 2027/3/31 紙 事務局倉庫 総務部総務課長 移管

1996年度 総務 会議 総長選挙関係綴　平成8年　№2 総務部総務課総務掛 1997/4/1 30年 2027/3/31 紙 事務局倉庫 総務部総務課長 移管

1996年度 総務 会議 総長選挙関係綴（意向投票）平成8年　№1 総務部総務課総務掛 1997/4/1 30年 2027/3/31 紙 事務局倉庫 総務部総務課長 移管

1996年度 総務 会議 総長選挙関係綴（意向投票）平成8年　№2 総務部総務課総務掛 1997/4/1 30年 2027/3/31 紙 事務局倉庫 総務部総務課長 移管

1996年度 総務 会議 第54回東海・北陸地区国立大学長会議（平成八年十一月） 総務部総務課総務掛 1997/4/1 30年 2027/3/31 紙 事務局倉庫 総務部総務課長 移管

1996年度 総務 会議 評議会議事録８７（７．１１．２１～８．１２．１７） 総務部総務課総務掛 1997/4/1 30年 2027/3/31 紙 事務局倉庫 総務部総務課長 移管

1996年度 総務 会議 部局長会議事録３９（６．９．２０～８．３．１９） 総務部総務課総務掛 1997/4/1 30年 2027/3/31 紙 事務局倉庫 総務部総務課長 移管

1996年度 総務 会議 平成8年8月～平成9年8月　総長連絡会関係資料 総務部総務課総務掛 1997/4/1 30年 2027/3/31 紙 事務局倉庫 総務部総務課長 移管

1997年度 総務 実地視察 医学視学委員による実地視察（平成９年１２月） 総務部総務課総務掛 1998/4/1 30年 2028/3/31 紙 事務局倉庫 総務部総務課長 廃棄

1997年度 総務 答申 各種審議会答申等（平成８年６月～平成９年７月） 総務部総務課総務掛 1998/4/1 30年 2028/3/31 紙 事務局倉庫 総務部総務課長 廃棄

1997年度 総務 実地視察 経済学・商学視学委員による実地視察（平成９年１１月） 総務部総務課総務掛 1998/4/1 30年 2028/3/31 紙 事務局倉庫 総務部総務課長 廃棄

1997年度 総務 会議 総長選挙関係綴（意向投票）平成１０年No.1 総務部総務課総務掛 1998/4/1 30年 2028/3/31 紙 事務局倉庫 総務部総務課長 移管

1997年度 総務 会議 総長選挙関係綴（意向投票）平成１０年No.2 総務部総務課総務掛 1998/4/1 30年 2028/3/31 紙 事務局倉庫 総務部総務課長 移管

1997年度 総務 会議 総長選挙関係綴平成１０年No.1 総務部総務課総務掛 1998/4/1 30年 2028/3/31 紙 事務局倉庫 総務部総務課長 移管

1997年度 総務 会議 総長選挙関係綴平成１０年No.2 総務部総務課総務掛 1998/4/1 30年 2028/3/31 紙 事務局倉庫 総務部総務課長 移管

1997年度 総務 会議 評議会議事録８８（９．１．２１～９．１２．１６） 総務部総務課総務掛 1998/4/1 30年 2028/3/31 紙 事務局倉庫 総務部総務課長 移管

1997年度 総務 会議 部局長会議事録４０（８．４．１６～９．１１．１８） 総務部総務課総務掛 1998/4/1 30年 2028/3/31 紙 事務局倉庫 総務部総務課長 移管

1997年度 総務 会議 平成9年9月～平成10年3月　総長連絡会関係資料 総務部総務課総務掛 1998/4/1 30年 2028/3/31 紙 事務局倉庫 総務部総務課長 移管

1997年度 総務 会議 平成十年三月任期満了に伴う総長選挙関係綴 総務部総務課総務掛 1998/4/1 30年 2028/3/31 紙 事務局倉庫 総務部総務課長 移管

1997年度 総務 公印 公印の印影印刷について 総務部総務課総務掛 1998/4/1 無期限 ------ 紙 総務課室内 総務部総務課長 移管

1998年度 総務 答申 各種審議会答申等（平成１０年４月～平成１０年７月） 総務部総務課総務掛 1999/4/1 30年 2029/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 廃棄

1998年度 総務 答申 各種審議会答申等（平成９年８月～平成１０年３月） 総務部総務課総務掛 1999/4/1 30年 2029/3/31 紙 事務局倉庫 総務部総務課長 廃棄

1998年度 総務 感謝状 献体者に対する感謝状の贈呈（平成８年度～平成１０年度） 総務部総務課総務掛 1999/4/1 30年 2029/3/31 紙 事務局倉庫 総務部総務課長 廃棄

1998年度 総務 会議 事務連絡協議会（平成１０年度） 総務部総務課総務掛 1999/4/1 30年 2029/3/31 紙 事務局倉庫 総務部総務課長 移管

1998年度 総務 会議 盗難等防止対策学内ルール（昭和63年） 総務部総務課総務掛 1999/4/1 30年 2029/3/31 紙 事務局倉庫 総務部総務課長 移管

1998年度 総務 会議 評議会議事録８９（１０．１．２０～１０．９．２２） 総務部総務課総務掛 1999/4/1 30年 2029/3/31 紙 事務局倉庫 総務部総務課長 移管

1998年度 総務 学章 学章関係綴 総務部総務課総務掛 1999/4/1 無期限 ------ 紙 総務課室内 総務部総務課長 移管

1999年度 総務 答申 各種審議会答申等（平成１０年８月～平成１１年１１月） 総務部総務課総務掛 2000/4/1 30年 2030/3/31 紙 事務局倉庫 総務部総務課長 廃棄

1999年度 総務 感謝状 献体者に対する感謝状の贈呈（平成１１年度～１３年度） 総務部総務課総務掛 2000/4/1 30年 2030/3/31 紙 事務局倉庫 総務部総務課長 廃棄

1999年度 総務 学科長 国立大学の学部の学科に置かれる学科長の取扱い 総務部総務課総務掛 2000/4/1 30年 2030/3/31 紙 事務局倉庫 総務部総務課長 廃棄

1999年度 総務 会議 事務連絡協議会（平成１１年度） 総務部総務課総務掛 2000/4/1 30年 2030/3/31 紙 事務局倉庫 総務部総務課長 移管

1999年度 総務 会議 組織改革検討委員会関係綴（第１１回～第24回） 総務部総務課総務掛 2000/4/1 30年 2030/3/31 紙 事務局倉庫 総務部総務課長 移管

1999年度 総務 会議 組織改革検討委員会関係綴（第１回～第１０回） 総務部総務課総務掛 2000/4/1 30年 2030/3/31 紙 事務局倉庫 総務部総務課長 移管



作成・取得年度 大分類 中分類
ファイル名
（小分類）

作成・取得者 起算日 保存期間 保存期間満了日
媒体の種

別 保存場所 管理者
保存期間満了時の措
置 備考

1999年度 総務 会議 太陽地球環境研究所の移転問題についての経緯関係綴 総務部総務課総務掛 2000/4/1 30年 2030/3/31 紙 事務局倉庫 総務部総務課長 移管

1999年度 総務 行事 天皇陛下御在位十年記念式典 総務部総務課総務掛 2000/4/1 30年 2030/3/31 紙 事務局倉庫 総務部総務課長 移管

1999年度 総務 会議 部局長会議事録４１（９．１２．１６～１１．３．１６） 総務部総務課総務掛 2000/4/1 30年 2030/3/31 紙 事務局倉庫 総務部総務課長 移管

2000年度 総務 行事 「故小渕恵三」内閣・自由民主党合同葬儀 総務部総務課総務掛 2001/4/1 30年 2031/3/31 紙 事務局倉庫 総務部総務課長 移管

2000年度 総務 会議 運営諮問会議（第１回会合） 総務部総務課総務掛 2001/4/1 30年 2031/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 移管

2000年度 総務 会議 運営諮問会議（第２回会合） 総務部総務課総務掛 2001/4/1 30年 2031/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 移管

2000年度 総務 行事 皇太后陛下崩御関係 総務部総務課総務掛 2001/4/1 30年 2031/3/31 紙 事務局倉庫 総務部総務課長 移管

2000年度 総務 行事 香淳皇后の斂喪の議 総務部総務課総務掛 2001/4/1 30年 2031/3/31 紙 事務局倉庫 総務部総務課長 移管

2000年度 総務 会議 事務連絡協議会（平成１２年度） 総務部総務課総務掛 2001/4/1 30年 2031/3/31 紙 事務局倉庫 総務部総務課長 移管

2000年度 総務 行事 卒業式（平成８年度～平成１２年度） 総務部総務課総務掛 2001/4/1 30年 2031/3/31 紙 事務局倉庫 総務部総務課長 移管

2000年度 総務 会議 大学院委員会議事録（５．６．２９～　　　　　　） 総務部総務課総務掛 2001/4/1 30年 2031/3/31 紙 事務局倉庫 総務部総務課長 移管

2000年度 総務 答申 大学審議会答申 総務部総務課総務掛 2001/4/1 30年 2031/3/31 紙 事務局倉庫 総務部総務課長 廃棄

2000年度 総務 会議 評議会議事録９０（１０．１０．２０～１２．３．２１） 総務部総務課総務掛 2001/4/1 30年 2031/3/31 紙 事務局倉庫 総務部総務課長 移管

2000年度 総務 会議 部局長会議事録４２（１１．４．１３～１２．１．１８） 総務部総務課総務掛 2001/4/1 30年 2031/3/31 紙 事務局倉庫 総務部総務課長 移管

2000年度 総務 会議 部局長会議事録４３（１２．２．１５～１３．１．１６） 総務部総務課総務掛 2001/4/1 30年 2031/3/31 紙 事務局倉庫 総務部総務課長 移管

2000年度 総務 実地視察 理学視学委員による実地視察（平成１２年１１月） 総務部総務課総務掛 2001/4/1 30年 2031/3/31 紙 事務局倉庫 総務部総務課長 廃棄

2000年度 総務 会議 組織改革検討委員会関係綴（第２５回～第３５回） 総務部総務課総務掛 2002/4/1 30年 2032/3/31 紙 事務局倉庫 総務部総務課長 移管

2000年度 総務 公印 公印の制定（平成５年～　　　　） 総務部総務課総務掛 2001/4/1 無期限 ------ 紙 総務課室内 総務部総務課長 移管

2000年度 総務 公印 公印簿 総務部総務課総務掛 2001/4/1 無期限 ------ 紙 総務課室内 総務部総務課長 移管

2000年度 総務 称号 名誉博士称号授与１ 総務部総務課総務掛 2001/4/1 無期限 ------ 紙 総務課室内 総務部総務課長 移管

2001年度 総務 会議 運営諮問会議（第３回会合） 総務部総務課総務掛 2002/4/1 30年 2032/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 移管

2001年度 総務 会議 運営諮問会議（第４回会合） 総務部総務課総務掛 2002/4/1 30年 2032/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 移管

2001年度 総務 会議 運営諮問会議（第５回会合） 総務部総務課総務掛 2002/4/1 30年 2032/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 移管

2001年度 総務 答申 各種審議会答申等（平成１２年１月～平成１３年６月） 総務部総務課総務掛 2002/4/1 30年 2032/3/31 紙 事務局倉庫 総務部総務課長 廃棄

2001年度 総務 会議 協議会議事録９２（１３．９．１８～） 総務部総務課総務掛 2002/4/1 30年 2032/3/31 紙 事務局倉庫 総務部総務課長 移管

2001年度 総務 会議 事務連絡協議会（平成１３年度） 総務部総務課総務掛 2002/4/1 30年 2032/3/31 紙 事務局倉庫 総務部総務課長 移管

2001年度 総務 会議 組織改革検討委員会委員会・教育研究組織創設等小委員会 総務部総務課総務掛 2002/4/1 30年 2032/3/31 紙 事務局倉庫 総務部総務課長 移管

2001年度 総務 会議 総長選挙関係綴（意向投票）平成１４年No.1 総務部総務課総務掛 2002/4/1 30年 2032/3/31 紙 事務局倉庫 総務部総務課長 移管

2001年度 総務 会議 総長選挙関係綴（意向投票）平成１４年No.2 総務部総務課総務掛 2002/4/1 30年 2032/3/31 紙 事務局倉庫 総務部総務課長 移管

2001年度 総務 会議 総長選挙関係綴平成１４年No.1 総務部総務課総務掛 2002/4/1 30年 2032/3/31 紙 事務局倉庫 総務部総務課長 移管

2001年度 総務 会議 総長選挙関係綴平成１４年No.2 総務部総務課総務掛 2002/4/1 30年 2032/3/31 紙 事務局倉庫 総務部総務課長 移管

2001年度 総務 会議 評議会議事録９１（１２．４．３～１３．６．１９） 総務部総務課総務掛 2002/4/1 30年 2032/3/31 紙 事務局倉庫 総務部総務課長 移管

2001年度 総務 公印 公印簿 総務部総務課総務掛 2002/4/1 無期限 ------ 紙 総務課室内 総務部総務課長 移管

2002年度 総務 会議 運営諮問会議（第６回会合） 総務部総務課総務掛 2003/4/1 30年 2033/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 移管

2002年度 総務 会議 運営諮問会議２期（第１回会合） 総務部総務課総務掛 2003/4/1 30年 2033/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 移管

2002年度 総務 会議 運営諮問会議２期（第２回会合） 総務部総務課総務掛 2003/4/1 30年 2033/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 移管

2002年度 総務 答申 各種審議会答申等（平成１４年６月～　） 総務部総務課総務掛 2003/4/1 30年 2033/3/31 紙 事務局倉庫 総務部総務課長 廃棄

2002年度 総務 感謝状 献体者に対する感謝状の贈呈（平成１４年度～１６年度） 総務部総務課総務掛 2003/4/1 30年 2033/3/31 紙 事務局倉庫 総務部総務課長 廃棄

2002年度 総務 行事 故高円宮憲仁親王殿下御喪儀 総務部総務課総務掛 2003/4/1 30年 2033/3/31 紙 事務局倉庫 総務部総務課長 移管

2002年度 総務 会議 事務連絡協議会（平成１４年度） 総務部総務課総務掛 2003/4/1 30年 2033/3/31 紙 事務局倉庫 総務部総務課長 移管

2002年度 総務 会議 組織改革検討委員会関係綴（第３６回～第４４回） 総務部総務課総務掛 2003/4/1 30年 2033/3/31 紙 事務局倉庫 総務部総務課長 移管

2002年度 総務 会議 組織改革検討委員会関係綴１ 総務部総務課総務掛 2003/4/1 30年 2033/3/31 紙 事務局倉庫 総務部総務課長 移管
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2002年度 総務 実地視察 農学視学委員に関する実地視察（平成１４年１２月） 総務部総務課総務掛 2003/4/1 30年 2033/3/31 紙 事務局倉庫 総務部総務課長 廃棄

2002年度 総務 会議 評議会議事録９２（１３．９．１８～１４．５．２８） 総務部総務課総務掛 2003/4/1 30年 2033/3/31 紙 事務局倉庫 総務部総務課長 移管

2002年度 総務 会議 評議会議事録９３（１４．６．１８～１５．５．２７） 総務部総務課総務掛 2003/4/1 30年 2033/3/31 紙 事務局倉庫 総務部総務課長 移管

2002年度 総務 会議 部局長会議事録４４（１３．２．２０～１４．２．１９） 総務部総務課総務掛 2003/4/1 30年 2033/3/31 紙 事務局倉庫 総務部総務課長 移管

2002年度 総務 会議 部局長会議事録４５（１４．３．１９～１５．２．１８） 総務部総務課総務掛 2003/4/1 30年 2033/3/31 紙 事務局倉庫 総務部総務課長 移管

2003年度 総務 その他 参与関係綴（平成１５年～平成２１年度） 総務部総務課総務掛 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務局倉庫 総務部総務課長 移管

2003年度 総務 会議 運営諮問会議２期（第３回会合） 総務部総務課総務掛 2004/4/1 30年 2034/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 移管

2003年度 総務 会議 運営諮問会議２期（第４回会合） 総務部総務課総務掛 2004/4/1 30年 2034/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 移管

2003年度 総務 感謝状 感謝状の贈呈（昭和４３年～平成１５年） 総務部総務課総務掛 2004/4/1 30年 2034/3/31 紙 事務局倉庫 総務部総務課長 廃棄

2003年度 総務 感謝状 感謝状の贈呈（平成１５年～平成２０年） 総務部総務課総務掛 2004/4/1 30年 2034/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 廃棄

2003年度 総務 会議 事務連絡協議会（平成１５年度） 総務部総務課総務掛 2004/4/1 30年 2034/3/31 紙 事務局倉庫 総務部総務課長 移管

2003年度 総務 会議 信任投票管理委員会１５ 総務部総務課総務掛 2004/4/1 30年 2034/3/31 紙 事務局倉庫 総務部総務課長 移管

2003年度 総務 会議 選考会議１５ 総務部総務課総務掛 2004/4/1 30年 2034/3/31 紙 事務局倉庫 総務部総務課長 移管

2003年度 総務 会議 組織改革検討委員会関係綴２ 総務部総務課総務掛 2004/4/1 30年 2034/3/31 紙 事務局倉庫 総務部総務課長 移管

2003年度 総務 会議 総長選考（運営諮問会議）１５ 総務部総務課総務掛 2004/4/1 30年 2034/3/31 紙 事務局倉庫 総務部総務課長 移管

2003年度 総務 会議 総長選考管理委員会１５ 総務部総務課総務掛 2004/4/1 30年 2034/3/31 紙 事務局倉庫 総務部総務課長 移管

2003年度 総務 会議 総長選考準備委員会１５ 総務部総務課総務掛 2004/4/1 30年 2034/3/31 紙 事務局倉庫 総務部総務課長 移管

2003年度 総務 行事 飯島元学長（第８代）葬儀関係綴 総務部総務課総務掛 2004/4/1 30年 2034/3/31 紙 事務局倉庫 総務部総務課長 移管

2003年度 総務 会議 評議会議事録９４（１５．６．１７～１６．３．１６） 総務部総務課総務掛 2004/4/1 30年 2034/3/31 紙 事務局倉庫 総務部総務課長 移管

2003年度 総務 会議 部局長会議事録４６（１５．３．１８～１６．１．２０） 総務部総務課総務掛 2004/4/1 30年 2034/3/31 紙 事務局倉庫 総務部総務課長 移管

2003年度 総務 会議 部局長会議事録４７（１６．２．１７～１６．６．１５） 総務部総務課総務掛 2004/4/1 30年 2034/3/31 紙 事務局倉庫 総務部総務課長 移管

2003年度 総務 その他 名古屋大学参与関係 総務部総務課総務掛 2004/4/1 30年 2034/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 移管

2004年度 総務 会議 教育研究評議会議事録９５（１６．４．１～１７．３．１５） 総務部総務課総務掛 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 事務局倉庫 総務部総務課長 移管

2004年度 総務 会議 経営協議会１ 総務部総務課総務掛 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 事務局倉庫 総務部総務課長 移管

2004年度 総務 会議 経営協議会２ 総務部総務課総務掛 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 事務局倉庫 総務部総務課長 移管

2004年度 総務 行事 故宣親王妃喜久子様御喪儀 総務部総務課総務掛 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 事務局倉庫 総務部総務課長 移管

2004年度 総務 行事 故鈴木善幸内閣・自由民主党合同葬儀 総務部総務課総務掛 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 事務局倉庫 総務部総務課長 移管

2004年度 総務 その他 事務改善関係 総務部総務課総務掛 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 事務局倉庫 総務部総務課長 廃棄

2004年度 総務 会議 事務企画連絡協議会（平成１６年度～平成１７年度） 総務部総務課総務掛 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 事務局倉庫 総務部総務課長 移管

2004年度 総務 会議 総長選考規程等制定関係（Ｈ１６年度選考会議・ＷＧ） 総務部総務課総務掛 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 移管

2004年度 総務 会議 部局長会４８ 総務部総務課総務掛 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 事務局倉庫 総務部総務課長 移管

2004年度 総務 会議 部局長会議事録４８（１６．７．　６～１７．３．１５） 総務部総務課総務掛 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 事務局倉庫 総務部総務課長 移管

2004年度 総務 会議 役員会関係１ 総務部総務課総務掛 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 事務局倉庫 総務部総務課長 移管

2004年度 総務 会議 役員会関係２ 総務部総務課総務掛 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 事務局倉庫 総務部総務課長 移管

2004年度 総務 会議 役員会関係３ 総務部総務課総務掛 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 事務局倉庫 総務部総務課長 移管

2004年度 総務 会議 役員会関係４ 総務部総務課総務掛 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 事務局倉庫 総務部総務課長 移管

2004年度 総務 会議 役員会関係５ 総務部総務課総務掛 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 事務局倉庫 総務部総務課長 移管

2004年度 総務 その他 国立大学法人設立登記 総務部総務課総務掛 2005/4/1 無期限 ------ 紙 総務課室内 総務部総務課長 移管

2004年度 総務 その他
国立大学法人名古屋大学設立事務引継書
国立大学法人設立に関する書類（写)について

総務部総務課総務掛 2005/4/1 無期限 ------ 紙 総務課室内 総務部総務課長 移管

2005年度 総務 会議 教育研究評議会議事録９６（１７．４．１９～１８．７．１８） 総務部総務課総務掛 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 事務局倉庫 総務部総務課長 移管

2005年度 総務 会議 教育研究評議会選出評議員関係 総務部総務課総務掛 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 事務局倉庫 総務部総務課長 移管

2005年度 総務 会議 経営協議会３ 総務部総務課総務掛 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 事務局倉庫 総務部総務課長 移管
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ファイル名
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作成・取得者 起算日 保存期間 保存期間満了日
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別 保存場所 管理者
保存期間満了時の措
置 備考

2005年度 総務 会議 経営協議会４ 総務部総務課総務掛 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 事務局倉庫 総務部総務課長 移管

2005年度 総務 会議 部局長会４９ 総務部総務課総務掛 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 事務局倉庫 総務部総務課長 移管

2005年度 総務 会議 部局長会議事録４９（１７．４．１９～１８．７．１８） 総務部総務課総務掛 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 事務局倉庫 総務部総務課長 移管

2005年度 総務 会議 役員会関係６ 総務部総務課総務掛 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 事務局倉庫 総務部総務課長 移管

2005年度 総務 会議 役員会関係７ 総務部総務課総務掛 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 事務局倉庫 総務部総務課長 移管

2005年度 総務 会議 役員会関係８ 総務部総務課総務掛 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 事務局倉庫 総務部総務課長 移管

2005年度 総務 会議 役員会関係９ 総務部総務課総務掛 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 事務局倉庫 総務部総務課長 移管

2005年度 総務 称号 フェロー称号授与１ 総務部総務課総務掛 2006/4/1 無期限 ------ 紙 総務課室内 総務部総務課長 移管

2006年度 総務 会議 センター協議会（平成１８年４月～平成１９年６月） 総務部総務課総務掛 2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 事務局倉庫 総務部総務課長 移管

2006年度 総務 会議 教育研究評議会議事録９７（平成１８年９月～平成１９年７月） 総務部総務課総務掛 2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 事務局倉庫 総務部総務課長 移管

2006年度 総務 会議 経営協議会５ 総務部総務課総務掛 2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 移管

2006年度 総務 会議 経営協議会６ 総務部総務課総務掛 2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 移管

2006年度 総務 会議 事務企画連絡協議会（平成１８年度） 総務部総務課総務掛 2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 事務局倉庫 総務部総務課長 移管

2006年度 総務 会議 総長に対する中間評価関係（Ｈ１７・１８年度選考会議・ＷＧ） 総務部総務課総務掛 2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 移管

2006年度 総務 会議 総長に対する中間評価関係（Ｈ１８・１９年度選考会議・ＷＧ） 総務部総務課総務掛 2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 移管

2006年度 総務 会議 部局長会５０ 総務部総務課総務掛 2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 事務局倉庫 総務部総務課長 移管

2006年度 総務 会議 部局長会議事録５０（平成１８年９月～平成１９年９月） 総務部総務課総務掛 2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 事務局倉庫 総務部総務課長 移管

2006年度 総務 会議 役員会関係１０ 総務部総務課総務掛 2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 事務局倉庫 総務部総務課長 移管

2006年度 総務 会議 役員会関係１２ 総務部総務課総務掛 2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 事務局倉庫 総務部総務課長 移管

2006年度 総務 公印 登記簿・印鑑証明 総務部総務課総務掛 2007/4/1 無期限 ------ 紙 総務課室内 総務部総務課長 移管

2007年度 総務 会議 センター協議会（平成１９年７月～） 総務部総務課総務掛 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 事務局倉庫 総務部総務課長 移管

2007年度 総務 会議 教育研究評議会議事録９８（平成１９年９月～平成２０年９月） 総務部総務課総務掛 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 事務局倉庫 総務部総務課長 移管

2007年度 総務 会議 経営協議会７ 総務部総務課総務掛 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 移管

2007年度 総務 会議 事務企画連絡協議会（平成１９年度） 総務部総務課総務掛 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 事務局倉庫 総務部総務課長 移管

2007年度 総務 会議 部局長会５１ 総務部総務課総務掛 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 事務局倉庫 総務部総務課長 移管

2007年度 総務 会議 部局長会議事録５１（平成１９年１０月～） 総務部総務課総務掛 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 事務局倉庫 総務部総務課長 移管

2007年度 総務 会議 役員会関係１３ 総務部総務課総務掛 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 事務局倉庫 総務部総務課長 移管

2007年度 総務 会議 役員会関係１４ 総務部総務課総務掛 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 事務局倉庫 総務部総務課長 移管

2007年度 総務 会議 役員会関係１５ 総務部総務課総務掛 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 事務局倉庫 総務部総務課長 移管

2007年度 総務 会議 役員会関係１６ 総務部総務課総務掛 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 事務局倉庫 総務部総務課長 移管

2008年度 総務 会議 意向確認投票管理委員会関係綴 総務部総務課総務掛 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 移管

2008年度 総務 会議 教育研究評議会議事録９９（平成２０年１０月～平成２１年３月） 総務部総務課総務掛 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 事務局倉庫 総務部総務課長 移管

2008年度 総務 会議 経営協議会８ 総務部総務課総務掛 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 移管

2008年度 総務 会議 経営協議会９ 総務部総務課総務掛 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 移管

2008年度 総務 感謝状 献体者に対する感謝状の贈呈（平成２０年度～平成２４年度） 総務部総務課総務掛 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 廃棄

2008年度 総務 会議 事務企画連絡協議会（平成２０年度） 総務部総務課総務掛 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 事務局倉庫 総務部総務課長 移管

2008年度 総務 その他 第３回ＩＡＢ No.1 総務部総務課総務掛 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 廃棄

2008年度 総務 その他 第３回ＩＡＢ No.2 総務部総務課総務掛 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 廃棄

2008年度 総務 会議 投票管理委員会関係綴① 総務部総務課総務掛 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 移管

2008年度 総務 会議 投票管理委員会関係綴② 総務部総務課総務掛 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 移管

2008年度 総務 会議 平成２０年度総長選考関係 総務部総務課総務掛 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 移管

2008年度 総務 会議 役員会関係１７ 総務部総務課総務掛 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 事務局倉庫 総務部総務課長 移管
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2008年度 総務 会議 役員会関係１８ 総務部総務課総務掛 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 事務局倉庫 総務部総務課長 移管

2008年度 総務 会議 役員会関係１９ 総務部総務課総務掛 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 事務局倉庫 総務部総務課長 移管

2008年度 総務 会議 役員会関係２０ 総務部総務課総務掛 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 事務局倉庫 総務部総務課長 移管

2008年度 総務 会議 役員会関係２１ 総務部総務課総務掛 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 事務局倉庫 総務部総務課長 移管

2009年度 総務 総務 タクシーチケット受払簿　平成２１年～ 総務部総務課総務掛 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 廃棄

2009年度 総務 その他 遺児育英資金募金（平成21年～　　） 総務部総務課総務掛 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 廃棄

2009年度 総務 後援名義 後援名義の使用（平成２１年度～平成２３年度) 総務部総務課総務掛 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務局倉庫 総務部総務課長 廃棄

2009年度 総務 会議 七国立大学長会議写真集(平2.10.31～11.1) 総務部総務課総務掛 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務局倉庫 総務部総務課長 移管

2009年度 総務 その他 浜口総長就任に際しての各種資料 総務部総務課総務掛 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 廃棄

2009年度 総務 会議 平成２１～　　　年度七国立大学総務部長会議関係綴 総務部総務課総務掛 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 廃棄

2009年度 総務 会議 平成２１年度　総長補佐連絡会議 総務部総務課総務掛 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 移管

2009年度 総務 会議 センター協議会（平成２２年１０月～平成２４年３月６日　） 総務部総務課総務掛 2010/4/1 30年 2040/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 移管

2009年度 総務 感謝状 感謝状の贈呈（平成２１年～平成２３年） 総務部総務課総務掛 2010/4/1 30年 2040/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 廃棄

2009年度 総務 会議 教育研究評議会議事録１００（平成２１年６月～平成２２年２月） 総務部総務課総務掛 2010/4/1 30年 2040/3/31 紙 事務局倉庫 総務部総務課長 移管

2009年度 総務 会議 教育研究評議会議事録１０１（平成２２年３月～平成２２年８月） 総務部総務課総務掛 2010/4/1 30年 2040/3/31 紙 事務局倉庫 総務部総務課長 移管

2009年度 総務 会議 経営協議会１０ 総務部総務課総務掛 2010/4/1 30年 2040/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 移管

2009年度 総務 会議 経営協議会１１ 総務部総務課総務掛 2010/4/1 30年 2040/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 移管

2009年度 総務 会議 事務企画連絡協議会（平成２１年度） 総務部総務課総務掛 2010/4/1 30年 2040/3/31 紙 事務局倉庫 総務部総務課長 移管

2009年度 総務 行事 天皇陛下御在位二十年記念式典 総務部総務課総務掛 2010/4/1 30年 2040/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 移管

2009年度 総務 会議 部局長会５２ 総務部総務課総務掛 2010/4/1 30年 2040/3/31 紙 事務局倉庫 総務部総務課長 移管

2009年度 総務 会議 役員会関係２２ 総務部総務課総務掛 2010/4/1 30年 2040/3/31 紙 事務局倉庫 総務部総務課長 移管

2009年度 総務 会議 役員会関係２３ 総務部総務課総務掛 2010/4/1 30年 2040/3/31 紙 事務局倉庫 総務部総務課長 移管

2009年度 総務 会議 役員会関係２４ 総務部総務課総務掛 2010/4/1 30年 2040/3/31 紙 事務局倉庫 総務部総務課長 移管

2010年度 総務 その他 参与関係綴（平成２２年～） 総務部総務課総務掛 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 移管

2010年度 総務 会議 事務部長等懇談会　平成２２年４月～平成２３年３月 総務部総務課総務掛 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 移管

2010年度 総務 会議 七国立大学総長懇談会　平成２２年度 総務部総務課総務掛 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 移管

2010年度 総務 その他 東北地方太平洋沖地震災害義援金関係 総務部総務課総務掛 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 廃棄

2010年度 総務 会議 平成２２年度　総長補佐連絡会議 総務部総務課総務掛 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 移管

2010年度 総務 その他 総務部所管事項等説明資料（平成２２年８月１日） 総務部総務課総務掛 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 廃棄

2010年度 総務 会議 センター協議会（平成２１年４月～平成２２年９月） 総務部総務課総務掛 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙 事務局倉庫 総務部総務課長 移管

2010年度 総務 会議 教育研究評議会議事録１０２（平成２２年９月～平成２３年４月） 総務部総務課総務掛 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙 事務局倉庫 総務部総務課長 移管

2010年度 総務 会議 経営協議会１２ 総務部総務課総務掛 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 移管

2010年度 総務 会議 事務企画連絡協議会（平成２２年度） 総務部総務課総務掛 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙 事務局倉庫 総務部総務課長 移管

2010年度 総務 会議
東海，北陸地区国立大学法人事務局長会議（平成１９年度～平成２２
年度)

総務部総務課総務掛 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 移管

2010年度 総務 会議 部局長会５３ 総務部総務課総務掛 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 移管

2010年度 総務 会議 役員会関係２５ 総務部総務課総務掛 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙 事務局倉庫 総務部総務課長 移管

2010年度 総務 会議 役員会関係２６ 総務部総務課総務掛 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙 事務局倉庫 総務部総務課長 移管

2010年度 総務 会議 役員会関係２７ 総務部総務課総務掛 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙 事務局倉庫 総務部総務課長 移管

2011年度 総務 会議 国立七大学副学長懇談会（平成２３年度～平成２４年度） 総務部総務課総務掛 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 移管

2011年度 総務 会議 事務部長等懇談会　平成２３年４月～平成２４年３月 総務部総務課総務掛 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 移管

2011年度 総務 会議 七国立大学総長懇談会　平成２３年度 総務部総務課総務掛 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 移管

2011年度 総務 人事 総務部総務課非常勤職員進退録（平成２３年度～平成２４年度） 総務部総務課総務掛 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 廃棄
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2011年度 総務 会議 平成２３年度　総長補佐連絡会議 総務部総務課総務掛 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 移管

2011年度 総務 会議 教育研究評議会議事録１０３ 総務部総務課総務掛 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 事務局倉庫 総務部総務課長 移管

2011年度 総務 会議 経営協議会１３ 総務部総務課総務掛 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 移管

2011年度 総務 会議 事務企画連絡協議会（平成２３年度） 総務部総務課総務掛 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 事務局倉庫 総務部総務課長 移管

2011年度 総務 会議 総長に対する中間評価関係（Ｈ２３・２４年度選考会議・ＷＧ） 総務部総務課総務掛 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 移管

2011年度 総務 会議 部局長会５４ 総務部総務課総務掛 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 移管

2011年度 総務 会議 役員会関係２８ 総務部総務課総務掛 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 事務局倉庫 総務部総務課長 移管

2011年度 総務 会議 役員会関係２９ 総務部総務課総務掛 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 事務局倉庫 総務部総務課長 移管

2011年度 総務 会議 役員会関係３０ 総務部総務課総務掛 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 事務局倉庫 総務部総務課長 移管

2011年度 総務 会議 東海，北陸地区国立大学法人事務局長会議（平成２３年度) 総務部総務課総務掛 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 移管

2012年度 総務 後援名義 後援名義の使用（平成２４年度） 総務部総務課総務掛 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務局倉庫 総務部総務課長 廃棄

2012年度 総務 会議 平成２４年度　総長補佐連絡会議 総務部総務課総務掛 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 移管

2012年度 総務 会議 平成２４年度事務部長等懇談会 総務部総務課総務掛 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務局倉庫 総務部総務課長 移管

2012年度 総務 会議 事務企画連絡協議会（平成２４年度） 総務部総務課総務掛 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 移管

2012年度 総務 会議 センター協議会（平成２４年４月～平成２５年３月） 総務部総務課総務掛 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 移管

2012年度 総務 会議 教育研究評議会議事録１０４ 総務部総務課総務掛 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 移管

2012年度 総務 会議 教育研究評議会議事録１０５ 総務部総務課総務掛 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 移管

2012年度 総務 会議 役員会関係３１ 総務部総務課総務掛 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 事務局倉庫 総務部総務課長 移管

2012年度 総務 会議 役員会関係３２ 総務部総務課総務掛 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 事務局倉庫 総務部総務課長 移管

2012年度 総務 称号 名誉博士称号授与２ 総務部総務課総務掛 未定 無期限 ------ 紙 総務課室内 総務部総務課長 移管

2012年度 総務 会議 経営協議会１４ 総務部総務課総務掛 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 移管

2013年度 総務 会議 平成２５年度　総長補佐会議 総務部総務課 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務局倉庫 総務部総務課長 移管

2013年度 総務 会議 国立七大学副学長懇談会　平成２５年度 総務部総務課 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 移管

2013年度 総務 会議 医学系出身国立大学長懇談会　平成２５年度 総務部総務課 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 移管

2013年度 総務 後援名義 後援名義の使用（平成２５年度） 総務部総務課 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務局倉庫 総務部総務課長 廃棄

2013年度 総務 その他 参与関係綴（平成２５年度～　　　） 総務部総務課 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 移管

2013年度 総務 人事 総務部総務課非常勤職員進退録（平成25年～平成26年） 総務部総務課 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 廃棄

2013年度 総務 会議 平成２５年度　事務部長等懇談会 総務部総務課 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 移管

2013年度 総務 会議 教育研究評議会議事録１０６ 総務部総務課 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 移管

2013年度 総務 会議 センター協議会（平成２５年４月～平成２６年３月） 総務部総務課 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 移管

2013年度 総務 会議 経営協議会１５ 総務部総務課 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 移管

2013年度 総務 会議 経営協議会１６ 総務部総務課 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 移管

2013年度 総務 感謝状 献体者に対する感謝状の贈呈（平成２５年度～平成   年度） 総務部総務課 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 廃棄

2013年度 総務 会議 事務企画連絡協議会 平成２５年度  №2 総務部総務課 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 事務局倉庫 総務部総務課長 移管

2013年度 総務 会議 事務企画連絡協議会（平成２５年度）  №1 総務部総務課 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 事務局倉庫 総務部総務課長 移管

2013年度 総務 会議 部局長会５５ 総務部総務課 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 移管

2013年度 総務 会議 平成２５年度総長選考会議関係綴 総務部総務課 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 移管

2013年度 総務 会議 役員会関係綴３３ 総務部総務課 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 事務局倉庫 総務部総務課長 移管

2013年度 総務 会議 役員会関係綴３４ 総務部総務課 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 事務局倉庫 総務部総務課長 移管

2013年度 総務 会議 役員会関係綴３５ 総務部総務課 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 事務局倉庫 総務部総務課長 移管

2013年度 総務 会議 役員会関係綴３６ 総務部総務課 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 事務局倉庫 総務部総務課長 移管

2013年度 総務 学章 学章関係綴　２ 総務部総務課 2014/4/1 無期限 ------ 紙 総務課室内 総務部総務課長 移管
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2013年度 総務 附属学校 平成２５年度高等学校就学支援金について 総務部総務課 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務局倉庫 総務部総務課長 廃棄

2014年度 総務 服務 勤務状況報告書　平成２６年度 総務部総務課 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 廃棄

2014年度 総務 公文書 公印使用簿（平成２６年度） 総務部総務課 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務局倉庫 総務部総務課長 廃棄

2014年度 総務 服務 週休日振替簿・代休指定簿　Ｈ26.4～Ｈ27.3 総務部総務課 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 廃棄

2014年度 総務 郵便物 切手・はがき受払簿（平成２６年度） 総務部総務課 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務局倉庫 総務部総務課長 廃棄

2014年度 総務 郵便物 特殊郵便物受付簿（平成２６年度） 総務部総務課 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務局倉庫 総務部総務課長 廃棄

2014年度 総務 その他 必要経費・共通経費（平成２６年度） 総務部総務課 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務局倉庫 総務部総務課長 廃棄

2014年度 総務 公文書 文書件名簿（平成２６年度） 総務部総務課 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務局倉庫 総務部総務課長 廃棄

2014年度 総務 服務 平成２６年出勤簿・休暇簿 総務部総務課 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 廃棄

2014年度 総務 服務 平成２６年度  勤務時間報告書　　№1 総務部総務課 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 廃棄

2014年度 総務 服務 平成２６年度  勤務時間報告書　　№2 総務部総務課 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 廃棄

2014年度 総務 服務 平成２６年度旅行命令簿 総務部総務課 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務局倉庫 総務部総務課長 廃棄

2014年度 総務 郵便物 郵便物発送請求書（平成２６年度） 総務部総務課 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務局倉庫 総務部総務課長 廃棄

2014年度 総務 郵便物 料金後納郵便物差出票（平成２６年度） 総務部総務課 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務局倉庫 総務部総務課長 廃棄

2014年度 総務 郵便物 料金受取人払受付簿（平成２６年度） 総務部総務課 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務局倉庫 総務部総務課長 廃棄

2014年度 総務 会議 平成２６年度　総長補佐会議 総務部総務課 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 移管

2014年度 総務 後援名義 平成２６年度後援名義の使用 総務部総務課 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務局倉庫 総務部総務課長 廃棄

2014年度 総務 附属学校 平成２６年度高等学校就学支援金について 総務部総務課 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 廃棄

2014年度 総務 会議 センター協議会（平成２６年４月～平成２７年３月） 総務部総務課 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 移管

2014年度 総務 会議 教育研究評議会議事録　107 総務部総務課 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 移管

2014年度 総務 会議 教育研究評議会議事録　108 総務部総務課 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 移管

2014年度 総務 会議 経営協議会(１７) 総務部総務課 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 移管

2014年度 総務 会議 事務企画連絡協議会 平成２６年度  №1 総務部総務課 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 移管

2014年度 総務 会議 事務企画連絡協議会 平成２６年度  №2 総務部総務課 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 移管

2014年度 総務 会議 部局長会５６ 総務部総務課 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 移管

2014年度 総務 会議 平成２６年度総長選考会議関係綴 総務部総務課 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 移管

2014年度 総務 会議 平成２６年名古屋大学総長選考意向確認投票管理委員会関係綴 総務部総務課 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 移管

2014年度 総務 会議 平成２６年名古屋大学総長選考投票管理委員会関係綴① 総務部総務課 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 移管

2014年度 総務 会議 平成２６年名古屋大学総長選考投票管理委員会関係綴② 総務部総務課 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 移管

2014年度 総務 会議 役員会関係綴 ４１ 総務部総務課 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 事務局倉庫 総務部総務課長 移管

2014年度 総務 会議 役員会関係綴 ４２ 総務部総務課 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 事務局倉庫 総務部総務課長 移管

2014年度 総務 会議 役員会関係綴３７ 総務部総務課 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 事務局倉庫 総務部総務課長 移管

2014年度 総務 会議 役員会関係綴３８ 総務部総務課 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 事務局倉庫 総務部総務課長 移管

2014年度 総務 会議 役員会関係綴３９ 総務部総務課 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 事務局倉庫 総務部総務課長 移管

2014年度 総務 会議 役員会関係綴４０ 総務部総務課 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 事務局倉庫 総務部総務課長 移管

2015年度 総務 会議 役員会関係綴 ４７ 総務部総務課 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 移管

2015年度 総務 会議 役員会関係綴 ４８ 総務部総務課 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 移管

2015年度 総務 会議 役員会関係綴 ４９ 総務部総務課 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 移管

2015年度 総務 服務 勤務状況報告書　平成２７年度 総務部総務課 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 廃棄

2015年度 総務 公文書 公印使用簿（平成２７年度） 総務部総務課 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務局倉庫 総務部総務課長 廃棄

2015年度 総務 服務 週休日振替簿・代休指定簿　Ｈ27.4～Ｈ28.3 総務部総務課 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 廃棄

2015年度 総務 郵便物 切手・はがき受払簿（平成２７年度） 総務部総務課 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務局倉庫 総務部総務課長 廃棄
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2015年度 総務 郵便物 特殊郵便物受付簿（平成２７年度） 総務部総務課 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務局倉庫 総務部総務課長 廃棄

2015年度 総務 その他 必要経費・共通経費（平成27年度） 総務部総務課 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 廃棄

2015年度 総務 物品 物品請求書（控）平成２７年度№1 総務部総務課 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 廃棄

2015年度 総務 公文書 文書件名簿（平成２７年度） 総務部総務課 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務局倉庫 総務部総務課長 廃棄

2015年度 総務 服務 平成２７年出勤簿・休暇簿 総務部総務課 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 廃棄

2015年度 総務 服務 平成２７年度  勤務時間報告書　　№1 総務部総務課 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 廃棄

2015年度 総務 服務 平成２７年度  勤務時間報告書　　№2 総務部総務課 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 廃棄

2015年度 総務 服務 平成２７年度旅行命令簿 総務部総務課 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 廃棄

2015年度 総務 服務 毎月勤労統計調査（平成21年～平成27年） 総務部総務課 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 廃棄

2015年度 総務 郵便物 郵便物発送請求書（平成２７年度） 総務部総務課 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務局倉庫 総務部総務課長 廃棄

2015年度 総務 郵便物 料金後納郵便物差出票（平成２７年度） 総務部総務課 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務局倉庫 総務部総務課長 廃棄

2015年度 総務 郵便物 料金受取人払受付簿（平成２７年度） 総務部総務課 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務局倉庫 総務部総務課長 廃棄

2015年度 総務 附属学校 SGH(ｽｰﾊﾟｰｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾊｲｽｸｰﾙ）関係　平成２７年度 総務部総務課 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 廃棄

2015年度 総務 後援名義 平成２７年度後援名義の使用 総務部総務課 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 廃棄

2015年度 総務 附属学校 平成２７年度高等学校就学支援金について 総務部総務課 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 廃棄

2015年度 総務 会議 センター協議会（平成２７年４月～平成２８年３月） 総務部総務課 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 移管

2015年度 総務 会議 教育研究評議会議事録 １０９ 総務部総務課 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 移管

2015年度 総務 服務 経営協議会(18) 総務部総務課 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 移管

2015年度 総務 会議 事務企画連絡協議会 平成２７年度  №1 総務部総務課 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 移管

2015年度 総務 会議 部局長会５７ 総務部総務課 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 移管

2015年度 総務 会議 役員会関係綴 ４３ 総務部総務課 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 移管

2015年度 総務 会議 役員会関係綴 ４４ 総務部総務課 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 移管

2015年度 総務 会議 役員会関係綴 ４５ 総務部総務課 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 移管

2015年度 総務 会議 役員会関係綴 ４６ 総務部総務課 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 移管

2015年度 総務 会議 事務企画連絡協議会 平成２７年度  №2 総務部総務課 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 移管

2016年度 総務 庶務 平成２８年度雑関係綴　№1 総務部総務課 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 廃棄

2016年度 総務 庶務 平成２８年度庶務関係綴　№1 総務部総務課 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 廃棄

2016年度 総務 庶務 平成２８年度庶務関係綴　№2 総務部総務課 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 廃棄

2016年度 総務 附属学校 教育学部附属学校綴（平成２８年 No.1） 総務部総務課 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 廃棄

2016年度 総務 附属学校 教育学部附属学校綴（平成２８年 No.2） 総務部総務課 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 廃棄

2016年度 総務 附属学校 教育学部附属学校綴（平成２８年 No.3） 総務部総務課 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 廃棄

2016年度 総務 後援名義 平成２８年度後援名義の使用 総務部総務課 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 廃棄

2016年度 総務 会議 事務企画連絡協議会 平成２８年度  №1 総務部総務課 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 移管

2016年度 総務 会議 部局長会５８ 総務部総務課 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 移管

2016年度 総務 会議 部局長会５９ 総務部総務課 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 移管

2016年度 総務 会議 センター協議会（平成２８年４月～平成２９年３月） 総務部総務課 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 移管

2016年度 総務 会議 教育研究評議会議事録 １１０ 総務部総務課 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 移管

2016年度 総務 会議 教育研究評議会議事録 １１１ 総務部総務課 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 移管

2016年度 総務 服務 経営協議会(19) 総務部総務課 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 移管

2016年度 総務 服務 経営協議会(20) 総務部総務課 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 移管

2016年度 総務 会議 役員会関係綴 ５０ 総務部総務課 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 移管

2016年度 総務 会議 役員会関係綴 ５１ 総務部総務課 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 移管
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2016年度 総務 会議 役員会関係綴 ５２ 総務部総務課 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 移管

2016年度 総務 その他 必要経費・共通経費（平成28年度） 総務部総務課 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 廃棄

2016年度 総務 附属学校 平成２８年度高等学校就学支援金について 総務部総務課 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 廃棄

2016年度 総務 公印 公印の押印依頼　平成２８年度 総務部総務課 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 廃棄

2016年度 総務 服務 平成２８年度旅行命令簿 総務部総務課 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 廃棄

2016年度 総務 公文書 公印使用簿（平成２８年度） 総務部総務課 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務局倉庫 総務部総務課長 廃棄

2016年度 総務 公文書 文書件名簿（平成２８年度） 総務部総務課 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務局倉庫 総務部総務課長 廃棄

2016年度 総務 服務 週休日振替簿・代休指定簿　Ｈ28.4～Ｈ29.3 総務部総務課 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 廃棄

2016年度 総務 服務 平成２８年出勤簿・休暇簿 総務部総務課 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 廃棄

2016年度 総務 服務 平成２８年度  勤務時間報告書　　№1 総務部総務課 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 廃棄

2016年度 総務 服務 平成２８年度  勤務時間報告書　　№2 総務部総務課 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 廃棄

2016年度 総務 服務 勤務状況報告書　平成２８年度 総務部総務課 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 廃棄

2016年度 総務 服務 毎月勤労統計調査（平成２８年） 総務部総務課 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 廃棄

2016年度 総務 郵便物 切手・はがき受払簿（平成２8年度） 総務部総務課 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務局倉庫 総務部総務課長 廃棄

2016年度 総務 郵便物 特殊郵便物受付簿（平成28年度） 総務部総務課 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務局倉庫 総務部総務課長 廃棄

2016年度 総務 郵便物 郵便物発送請求書（平成２８年度） 総務部総務課 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務局倉庫 総務部総務課長 廃棄

2016年度 総務 郵便物 料金後納郵便物差出票（平成２８年度） 総務部総務課 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務局倉庫 総務部総務課長 廃棄

2016年度 総務 郵便物 料金受取人払受付簿（平成２８年度） 総務部総務課 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務局倉庫 総務部総務課長 廃棄

2016年度 総務 会議 役員会関係綴 ５３ 総務部総務課 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 移管

2016年度 総務 会議 役員会関係綴 ５４ 総務部総務課 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 移管

2016年度 総務 会議 部局長会６０ 総務部総務課 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 移管

2016年度 総務 会議 役員会関係綴 ５５ 総務部総務課 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 移管

2016年度 総務 会議 役員会関係綴 ５６ 総務部総務課 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 移管

2017年度 総務 公印 公印の押印依頼　平成２９年度 総務部総務課 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 廃棄

2017年度 総務 庶務 平成２９年度雑関係綴　№1 総務部総務課 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 廃棄

2017年度 総務 庶務 平成２９年度庶務関係綴　№1 総務部総務課 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 廃棄

2017年度 総務 服務 平成２９年度  勤務時間報告書　　№1 総務部総務課 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 廃棄

2017年度 総務 服務 平成２９年度  勤務時間報告書　　№2 総務部総務課 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 廃棄

2017年度 総務 服務 週休日振替簿・代休指定簿　Ｈ29.4～Ｈ30.3 総務部総務課 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 廃棄

2017年度 総務 服務 勤務状況報告書　平成２９年度 総務部総務課 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 廃棄

2017年度 総務 後援名義 平成２９年度後援名義の使用 総務部総務課 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 廃棄

2017年度 総務 会議 センター協議会（平成２９年４月～平成３０年３月） 総務部総務課 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 移管

2017年度 総務 会議 教育研究評議会議事録 １１２ 総務部総務課 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 移管

2017年度 総務 会議 教育研究評議会議事録 １１３ 総務部総務課 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 移管

2017年度 総務 会議 教育研究評議会議事録 １１４ 総務部総務課 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 移管

2017年度 総務 服務 経営協議会(21) 総務部総務課 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 移管

2017年度 総務 服務 平成２９年出勤簿・休暇簿 総務部総務課 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 廃棄

2017年度 総務 服務 平成２９年度旅行命令簿 総務部総務課 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 廃棄

2017年度 総務 公文書 文書件名簿（平成２９年度） 総務部総務課 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 廃棄

2017年度 総務 公文書 公印使用簿（平成２９年度） 総務部総務課 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 廃棄

2017年度 総務 郵便物 切手・はがき受払簿（平成２９年度） 総務部総務課 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 廃棄

2017年度 総務 郵便物 特殊郵便物受付簿（平成２９年度） 総務部総務課 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 廃棄
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2017年度 総務 郵便物 郵便物発送請求書（平成２９年度） 総務部総務課 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 廃棄

2017年度 総務 郵便物 料金受取人払受付簿（平成２９年度） 総務部総務課 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 廃棄

2017年度 総務 郵便物 料金後納郵便物差出票（平成２９年度） 総務部総務課 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 廃棄

2017年度 総務 その他 必要経費・共通経費（平成２９年度） 総務部総務課 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 廃棄

2017年度 総務 服務 毎月勤労統計調査（平成2９年） 総務部総務課 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 廃棄

2017年度 総務 会議 役員会関係綴 ５７ 総務部総務課 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 移管

2017年度 総務 会議 七国立大学総長懇談会　平成２９年度 総務部総務課 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 移管

2017年度 総務 会議 役員会関係綴 ５８ 総務部総務課 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 移管

2017年度 総務 会議 役員会関係綴 ５９ 総務部総務課 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 移管

2017年度 総務 会議 役員会関係綴 ６０ 総務部総務課 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 移管

2017年度 総務 会議 部局長会６１ 総務部総務課 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 移管

2017年度 総務 会議 東海地区国立大学法人事務連携関係会議資料（平成２９年度） 総務部総務課 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 移管

2017年度 総務 会議 役員会関係綴 　　61 総務部総務課 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 移管

2017年度 総務 庶務 平成２９年度庶務関係綴　№2 総務部総務課 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 廃棄

2018年度 総務 会議 役員会関係綴 　　62 総務部総務課 2019/4/1 30年 2049/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 移管

2018年度 総務 公印 公印の押印依頼　平成３０年度 総務部総務課 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 廃棄

2018年度 総務 庶務 平成３０年度雑関係綴　№1 総務部総務課 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 廃棄

2018年度 総務 庶務 平成３０年度庶務関係綴　№1 総務部総務課 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 廃棄

2018年度 総務 服務 平成３０年度  勤務時間報告書　　№1 総務部総務課 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 廃棄

2018年度 総務 服務 平成３０年度  勤務時間報告書　　№2 総務部総務課 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 廃棄

2018年度 総務 服務 週休日振替簿・代休指定簿　Ｈ30.4～Ｈ31.3 総務部総務課 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 廃棄

2018年度 総務 服務 勤務状況報告書　平成３０年度 総務部総務課 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 廃棄

2018年度 総務 後援名義 平成３０年度後援名義の使用 総務部総務課 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 廃棄

2018年度 総務 会議 部局長会  62 総務部総務課 2019/4/1 30年 2049/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 移管

2018年度 総務 会議 センター協議会（平成３０年４月～平成３１年３月） 総務部総務課 2019/4/1 30年 2049/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 移管

2018年度 総務 会議 教育研究評議会議事録 　115 総務部総務課 2019/4/1 30年 2049/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 移管

2018年度 総務 服務 経営協議会　(22) 総務部総務課 2019/4/1 30年 2049/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 移管

2018年度 総務 服務 平成３０年出勤簿・休暇簿 総務部総務課 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 廃棄

2018年度 総務 服務 平成３０年度旅行命令簿 総務部総務課 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 廃棄

2018年度 総務 服務 毎月勤労統計調査（平成３０年） 総務部総務課 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 廃棄

2018年度 総務 公文書 文書件名簿（平成３０年度） 総務部総務課 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 廃棄

2018年度 総務 公文書 公印使用簿（平成３０年度） 総務部総務課 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 廃棄

2018年度 総務 郵便物 切手・はがき受払簿（平成３０年度） 総務部総務課 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 廃棄

2018年度 総務 郵便物 特殊郵便物受付簿（平成３０年度） 総務部総務課 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 廃棄

2018年度 総務 郵便物 郵便物発送請求書（平成３０年度） 総務部総務課 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 廃棄

2018年度 総務 郵便物 料金後納郵便物差出票（平成３０年度） 総務部総務課 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 廃棄

2018年度 総務 その他 必要経費・共通経費（平成３０年度） 総務部総務課 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 廃棄

2018年度 総務 学章 学章関係綴　３ 総務部総務課 2019/4/1 無期限 ------ 紙 総務課室内 総務部総務課長 移管

2018年度 総務 会議 東海地区国立大学法人事務連携関係会議資料（平成30年度） 総務部総務課 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 移管

2018年度 総務 人事 総務部総務課非常勤職員進退録（平成30年～　　） 総務部総務課 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 廃棄

2018年度 総務 会議 役員会関係綴 　　63 総務部総務課 2019/4/1 30年 2049/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 移管

2018年度 総務 会議 役員会関係綴 　　64 総務部総務課 2019/4/1 30年 2049/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 移管
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2018年度 総務 会議 七国立大学事務担当理事会議（平成30年度） 総務部総務課 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 移管

2018年度 総務 会議 役員会関係綴 　　65 総務部総務課 2019/4/1 30年 2049/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 移管

2018年度 総務 会議 教育研究評議会議事録 　116 総務部総務課 2019/4/1 30年 2049/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 移管

2018年度 総務 服務 経営協議会　(23) 総務部総務課 2019/4/1 30年 2049/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 移管

2018年度 総務 会議 役員会関係綴 　　66 総務部総務課 2019/4/1 30年 2049/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 移管

2018年度 総務 会議 平成３０年度七国立大学長会議 総務部総務課 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 移管

2010年度 総務 会議 七国立大学長会議・七国立総長懇談会　平成21年度～平成22年度 総務部総務課 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 移管

1989年度 企画調整 資料室 大学史関係資料 総務部総務課長 1990/4/1 30年 2020/3/31 紙 総務部総務課書庫 総務部総務課長 移管

2009年度 企画調整 資料室 大学文書資料室 支出管理簿 平成21年度 総務部総務課長 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙
総務部総務課倉庫
2

総務部総務課長 移管

2010年度 企画調整 資料室 国立公文書館等の指定に関する綴 総務部総務課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙
総務部総務課倉庫
2

総務部総務課長 移管

2010年度 企画調整 資料室 大学文書資料室 支出管理簿 平成22年度 総務部総務課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙
総務部総務課倉庫
2

総務部総務課長 移管

2010年度 企画調整 文書管理 文書管理アドバイザリーサービス完成図書（平成22年度） 総務部総務課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙
総務部総務課事務
室内

総務部総務課長 移管

2010年度 企画調整 文書管理
平成22年度 公文書管理法に基づく歴史資料等保有施設の指定につ
いて

総務部総務課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙
総務部総務課倉庫
2

総務部総務課長 移管

2010年度 企画調整 文書管理 平成22年度 公文書管理法対応綴 総務部総務課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙
総務部総務課倉庫
2

総務部総務課長 移管

2010年度 企画調整 文書管理 平成22年度 文書管理プロジェクト 総務部総務課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙
総務部総務課倉庫
2

総務部総務課長 移管

2010年度 企画調整 資料室 平成22年度大学文書資料室会議 総務部総務課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙
総務部総務課倉庫
2

総務部総務課長 移管

2010年度 企画調整 資料室 平成22年度大学文書資料室関係 総務部総務課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙
総務部総務課倉庫
2

総務部総務課長 移管

2010年度 企画調整 文書管理 法人文書ファイル管理簿更新関係綴 H16～H22 総務部総務課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙
総務部総務課倉庫
2

総務部総務課長 移管

2011年度 企画調整 文書管理 文書管理アドバイザリーサービス完成図書（平成23年度） 総務部総務課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙
総務部総務課事務
室内

総務部総務課長 廃棄

2011年度 企画調整 資料室 大学文書資料室 支出管理簿 平成23年度 総務部総務課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙
総務部総務課倉庫
2

総務部総務課長 移管

2011年度 企画調整 文書管理 平成23年度 移管・廃棄にかかる同意について 総務部総務課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙
総務部総務課倉庫
2

総務部総務課長 移管

2011年度 企画調整 文書管理
平成23年度 公文書管理法に基づく歴史資料等保有施設の指定等に
ついて

総務部総務課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙
総務部総務課倉庫
2

総務部総務課長 移管

2011年度 企画調整 資料室 平成23年度 国立公文書館等に関する綴 総務部総務課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙
総務部総務課倉庫
2

総務部総務課長 移管

2011年度 企画調整 文書管理 平成23年度 文書管理プロジェクト 総務部総務課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙
総務部総務課倉庫
2

総務部総務課長 移管

2011年度 企画調整 資料室 平成23年度大学文書資料室会議 総務部総務課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙
総務部総務課倉庫
2

総務部総務課長 移管

2011年度 企画調整 資料室 平成23年度大学文書資料室関係 総務部総務課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙
総務部総務課倉庫
2

総務部総務課長 移管

2012年度 企画調整 文書管理 公文書管理に関する独立行政法人等連絡会議（平成24年度） 総務部総務課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙
総務部総務課事務
室内

総務部総務課長 移管

2012年度 企画調整 資料室 大学文書資料室　支出管理簿　平成24年度 総務部総務課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙
総務部総務課事務
室内

総務部総務課長 移管

2012年度 企画調整 文書管理 平成24年度 移管・廃棄にかかる同意について 総務部総務課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙
総務部総務課事務
室内

総務部総務課長 移管

2012年度 企画調整 文書管理 平成24年度 文書管理プロジェクト 総務部総務課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙
総務部総務課事務
室内

総務部総務課長 移管

2012年度 企画調整 資料室 平成24年度大学文書資料室会議 総務部総務課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙
総務部総務課事務
室内

総務部総務課長 移管

2012年度 企画調整 資料室 平成24年度大学文書資料室関係 総務部総務課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙
総務部総務課事務
室内

総務部総務課長 移管

2012年度 企画調整 文書管理 H24　教員等が保有する法人文書の取扱い方針について 総務部総務課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙
総務部総務課事務
室内

総務部総務課長 移管

2012年度 企画調整 文書管理 文書管理アドバイザリーサービス完成図書（平成24年度） 総務部総務課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙
総務部総務課事務
室内

総務部総務課長 廃棄

1939年度 法規 規程 諸規程に関する綴 総務部総務課法規企画掛 1940/4/1 無期限 ------ 紙 総務部総務課書庫 総務部総務課長 移管

1940年度 法規 規程 諸規程に関する綴 総務部総務課法規企画掛 1941/4/1 無期限 ------ 紙 総務部総務課書庫 総務部総務課長 移管

1941年度 法規 規程 諸規程に関する綴 総務部総務課法規企画掛 1942/4/1 無期限 ------ 紙 総務部総務課書庫 総務部総務課長 移管

1942年度 法規 規程 諸規程に関する綴 総務部総務課法規企画掛 1943/4/1 無期限 ------ 紙 総務部総務課書庫 総務部総務課長 移管

1943年度 法規 規程 諸規程に関する綴 総務部総務課法規企画掛 1944/4/1 無期限 ------ 紙 総務部総務課書庫 総務部総務課長 移管

1944年度 法規 規程 諸規程に関する綴 総務部総務課法規企画掛 1945/4/1 無期限 ------ 紙 総務部総務課書庫 総務部総務課長 移管

1945年度 法規 規程 諸規程に関する綴 総務部総務課法規企画掛 1946/4/1 無期限 ------ 紙 総務部総務課書庫 総務部総務課長 移管

1946年度 法規 規程 諸規程に関する綴 総務部総務課法規企画掛 1947/4/1 無期限 ------ 紙 総務部総務課書庫 総務部総務課長 移管
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1947年度 法規 規程 諸規程に関する綴 総務部総務課法規企画掛 1948/4/1 無期限 ------ 紙 総務部総務課書庫 総務部総務課長 移管

1948年度 法規 規程 諸規程に関する綴 総務部総務課法規企画掛 1949/4/1 無期限 ------ 紙 総務部総務課書庫 総務部総務課長 移管

1949年度 法規 規程 諸規程に関する綴 総務部総務課法規企画掛 1950/4/1 無期限 ------ 紙 総務部総務課書庫 総務部総務課長 移管

1950年度 法規 規程 諸規程に関する綴 総務部総務課法規企画掛 1951/4/1 無期限 ------ 紙 総務部総務課書庫 総務部総務課長 移管

1951年度 法規 規程 諸規程に関する綴 総務部総務課法規企画掛 1952/4/1 無期限 ------ 紙 総務部総務課書庫 総務部総務課長 移管

1952年度 法規 規程 諸規程に関する綴 総務部総務課法規企画掛 1953/4/1 無期限 ------ 紙 総務部総務課書庫 総務部総務課長 移管

1952年度 法規 通知 例規等綴 総務部総務課法規企画掛 1953/4/1 無期限 ------ 紙 総務部総務課書庫 総務部総務課長 移管

1953年度 法規 規程 諸規程に関する綴 総務部総務課法規企画掛 1954/4/1 無期限 ------ 紙 総務部総務課書庫 総務部総務課長 移管

1954年度 法規 規程 諸規程に関する綴 総務部総務課法規企画掛 1955/4/1 無期限 ------ 紙 総務部総務課書庫 総務部総務課長 移管

1955年度 法規 規程 諸規程に関する綴 総務部総務課法規企画掛 1956/4/1 無期限 ------ 紙 総務部総務課書庫 総務部総務課長 移管

1956年度 法規 規程 諸規程に関する綴 総務部総務課法規企画掛 1957/4/1 無期限 ------ 紙 総務部総務課書庫 総務部総務課長 移管

1956年度 法規 通知 例規等綴 総務部総務課法規企画掛 1957/4/1 無期限 ------ 紙 総務部総務課書庫 総務部総務課長 移管

1957年度 法規 通知 例規等綴 総務部総務課法規企画掛 1958/4/1 無期限 ------ 紙 総務部総務課書庫 総務部総務課長 移管

1958年度 法規 規程 諸規程に関する綴 総務部総務課法規企画掛 1959/4/1 無期限 ------ 紙 総務部総務課書庫 総務部総務課長 移管

1958年度 法規 通知 例規等綴 総務部総務課法規企画掛 1959/4/1 無期限 ------ 紙 総務部総務課書庫 総務部総務課長 移管

1959年度 法規 規程 諸規程に関する綴 総務部総務課法規企画掛 1960/4/1 無期限 ------ 紙 総務部総務課書庫 総務部総務課長 移管

1959年度 法規 通知 例規等綴 総務部総務課法規企画掛 1960/4/1 無期限 ------ 紙 総務部総務課書庫 総務部総務課長 移管

1960年度 法規 規程 諸規程に関する綴 総務部総務課法規企画掛 1961/4/1 無期限 ------ 紙 総務部総務課書庫 総務部総務課長 移管

1961年度 法規 規程 諸規程に関する綴 総務部総務課法規企画掛 1962/4/1 無期限 ------ 紙 総務部総務課書庫 総務部総務課長 移管

1961年度 法規 通知 例規等綴 総務部総務課法規企画掛 1962/4/1 無期限 ------ 紙 総務部総務課書庫 総務部総務課長 移管

1962年度 法規 規程 諸規程に関する綴 総務部総務課法規企画掛 1963/4/1 無期限 ------ 紙 総務部総務課書庫 総務部総務課長 移管

1963年度 法規 規程 諸規程に関する綴 総務部総務課法規企画掛 1964/4/1 無期限 ------ 紙 総務部総務課書庫 総務部総務課長 移管

1964年度 法規 規程 諸規程に関する綴 総務部総務課法規企画掛 1965/4/1 無期限 ------ 紙 総務部総務課書庫 総務部総務課長 移管

1965年度 法規 規程 諸規程に関する綴 総務部総務課法規企画掛 1966/4/1 無期限 ------ 紙 総務部総務課書庫 総務部総務課長 移管

1966年度 法規 規程 諸規程に関する綴 総務部総務課法規企画掛 1967/4/1 無期限 ------ 紙 総務部総務課書庫 総務部総務課長 移管

1967年度 法規 規程 諸規程に関する綴 総務部総務課法規企画掛 1968/4/1 無期限 ------ 紙 総務部総務課書庫 総務部総務課長 移管

1968年度 法規 規程 諸規程に関する綴 総務部総務課法規企画掛 1969/4/1 無期限 ------ 紙 総務部総務課書庫 総務部総務課長 移管

1969年度 法規 規程 諸規程に関する綴 総務部総務課法規企画掛 1970/4/1 無期限 ------ 紙 総務部総務課書庫 総務部総務課長 移管

1970年度 法規 規程 諸規程に関する綴 総務部総務課法規企画掛 1971/4/1 無期限 ------ 紙 総務部総務課書庫 総務部総務課長 移管

1971年度 法規 規程 諸規程に関する綴 総務部総務課法規企画掛 1972/4/1 無期限 ------ 紙 総務部総務課書庫 総務部総務課長 移管

1972年度 法規 規程 諸規程に関する綴 総務部総務課法規企画掛 1973/4/1 無期限 ------ 紙 総務部総務課書庫 総務部総務課長 移管

1973年度 法規 規程 諸規程に関する綴 総務部総務課法規企画掛 1974/4/1 無期限 ------ 紙 総務部総務課書庫 総務部総務課長 移管

1974年度 法規 規程 諸規程に関する綴(1/3) 総務部総務課法規企画掛 1975/4/1 無期限 ------ 紙 総務部総務課書庫 総務部総務課長 移管

1974年度 法規 規程 諸規程に関する綴(2/3) 総務部総務課法規企画掛 1975/4/1 無期限 ------ 紙 総務部総務課書庫 総務部総務課長 移管

1974年度 法規 規程 諸規程に関する綴(3/3) 総務部総務課法規企画掛 1975/4/1 無期限 ------ 紙 総務部総務課書庫 総務部総務課長 移管

1975年度 法規 規程 諸規程に関する綴(1/3) 総務部総務課法規企画掛 1976/4/1 無期限 ------ 紙 総務部総務課書庫 総務部総務課長 移管

1975年度 法規 規程 諸規程に関する綴(2/3) 総務部総務課法規企画掛 1976/4/1 無期限 ------ 紙 総務部総務課書庫 総務部総務課長 移管

1975年度 法規 規程 諸規程に関する綴(3/3) 総務部総務課法規企画掛 1976/4/1 無期限 ------ 紙 総務部総務課書庫 総務部総務課長 移管

1976年度 法規 規程 諸規程に関する綴(1/3) 総務部総務課法規企画掛 1977/4/1 無期限 ------ 紙 総務部総務課書庫 総務部総務課長 移管

1976年度 法規 規程 諸規程に関する綴(2/3) 総務部総務課法規企画掛 1977/4/1 無期限 ------ 紙 総務部総務課書庫 総務部総務課長 移管

1976年度 法規 規程 諸規程に関する綴(3/3) 総務部総務課法規企画掛 1977/4/1 無期限 ------ 紙 総務部総務課書庫 総務部総務課長 移管

1977年度 法規 規程 諸規程に関する綴(1/2) 総務部総務課法規企画掛 1978/4/1 無期限 ------ 紙 総務部総務課書庫 総務部総務課長 移管
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1977年度 法規 規程 諸規程に関する綴(2/2) 総務部総務課法規企画掛 1978/4/1 無期限 ------ 紙 総務部総務課書庫 総務部総務課長 移管

1978年度 法規 規程 諸規程に関する綴(1/2) 総務部総務課法規企画掛 1979/4/1 無期限 ------ 紙 総務部総務課書庫 総務部総務課長 移管

1978年度 法規 規程 諸規程に関する綴(2/2) 総務部総務課法規企画掛 1979/4/1 無期限 ------ 紙 総務部総務課書庫 総務部総務課長 移管

1978年度 法規 通知 例規等綴 総務部総務課法規企画掛 1979/4/1 無期限 ------ 紙 総務部総務課書庫 総務部総務課長 移管

1979年度 法規 規程 諸規程に関する綴(1/2) 総務部総務課法規企画掛 1980/4/1 無期限 ------ 紙 総務部総務課書庫 総務部総務課長 移管

1979年度 法規 規程 諸規程に関する綴(2/2) 総務部総務課法規企画掛 1980/4/1 無期限 ------ 紙 総務部総務課書庫 総務部総務課長 移管

1980年度 法規 規程 諸規程に関する綴(1/2) 総務部総務課法規企画掛 1981/4/1 無期限 ------ 紙 総務部総務課書庫 総務部総務課長 移管

1980年度 法規 規程 諸規程に関する綴(2/2) 総務部総務課法規企画掛 1981/4/1 無期限 ------ 紙 総務部総務課書庫 総務部総務課長 移管

1980年度 法規 通知 例規等綴 総務部総務課法規企画掛 1981/4/1 無期限 ------ 紙 総務部総務課書庫 総務部総務課長 移管

1981年度 法規 規程 諸規程に関する綴(1/2) 総務部総務課法規企画掛 1982/4/1 無期限 ------ 紙 総務部総務課書庫 総務部総務課長 移管

1981年度 法規 規程 諸規程に関する綴(2/2) 総務部総務課法規企画掛 1982/4/1 無期限 ------ 紙 総務部総務課書庫 総務部総務課長 移管

1981年度 法規 通知 例規等綴 総務部総務課法規企画掛 1982/4/1 無期限 ------ 紙 総務部総務課書庫 総務部総務課長 移管

1982年度 法規 規程 諸規程に関する綴(1/2) 総務部総務課法規企画掛 1983/4/1 無期限 ------ 紙 総務部総務課書庫 総務部総務課長 移管

1982年度 法規 規程 諸規程に関する綴(2/2) 総務部総務課法規企画掛 1983/4/1 無期限 ------ 紙 総務部総務課書庫 総務部総務課長 移管

1982年度 法規 通知 例規等綴 総務部総務課法規企画掛 1983/4/1 無期限 ------ 紙 総務部総務課書庫 総務部総務課長 移管

1983年度 法規 規程 諸規程に関する綴 総務部総務課法規企画掛 1984/4/1 無期限 ------ 紙 総務部総務課書庫 総務部総務課長 移管

1983年度 法規 通知 例規等綴 総務部総務課法規企画掛 1984/4/1 無期限 ------ 紙 総務部総務課書庫 総務部総務課長 移管

1984年度 法規 規程 諸規程に関する綴(1/2) 総務部総務課法規企画掛 1985/4/1 無期限 ------ 紙 総務部総務課書庫 総務部総務課長 移管

1984年度 法規 規程 諸規程に関する綴(2/2) 総務部総務課法規企画掛 1985/4/1 無期限 ------ 紙 総務部総務課書庫 総務部総務課長 移管

1984年度 法規 通知 例規等綴 総務部総務課法規企画掛 1985/4/1 無期限 ------ 紙 総務部総務課書庫 総務部総務課長 移管

1985年度 法規 規程 諸規程に関する綴 総務部総務課法規企画掛 1986/4/1 無期限 ------ 紙 総務部総務課書庫 総務部総務課長 移管

1985年度 法規 通知 例規等綴 総務部総務課法規企画掛 1986/4/1 無期限 ------ 紙 総務部総務課書庫 総務部総務課長 移管

1986年度 法規 規程 諸規程に関する綴(1/2) 総務部総務課法規企画掛 1987/4/1 無期限 ------ 紙 総務部総務課書庫 総務部総務課長 移管

1986年度 法規 規程 諸規程に関する綴(2/2) 総務部総務課法規企画掛 1987/4/1 無期限 ------ 紙 総務部総務課書庫 総務部総務課長 移管

1986年度 法規 通知 例規等綴 総務部総務課法規企画掛 1987/4/1 無期限 ------ 紙 総務部総務課書庫 総務部総務課長 移管

1987年度 法規 規程 諸規程に関する綴 総務部総務課法規企画掛 1988/4/1 無期限 ------ 紙 総務部総務課書庫 総務部総務課長 移管

1987年度 法規 通知 例規等綴 総務部総務課法規企画掛 1988/4/1 無期限 ------ 紙 総務部総務課書庫 総務部総務課長 移管

1987年度 法規企画 承諾書 評議員承諾書（農・医短・名誉教授・辞退者） 総務部総務課総務掛 1988/4/1 無期限 ------ 紙 総務部総務課書庫 総務部総務課長 移管

1987年度 法規企画 承諾書 評議員承諾書（文・教・法・経・理・医） 総務部総務課総務掛 1988/4/1 無期限 ------ 紙 総務部総務課書庫 総務部総務課長 移管

1988年度 法規 規程 諸規程に関する綴(1/2) 総務部総務課法規企画掛 1989/4/1 無期限 ------ 紙 総務部総務課書庫 総務部総務課長 移管

1988年度 法規 規程 諸規程に関する綴(2/2) 総務部総務課法規企画掛 1989/4/1 無期限 ------ 紙 総務部総務課書庫 総務部総務課長 移管

1988年度 法規 通知 例規等綴 総務部総務課法規企画掛 1989/4/1 無期限 ------ 紙 総務部総務課書庫 総務部総務課長 移管

1989年度 法規 規程 諸規程に関する綴(1/2) 総務部総務課法規企画掛 1990/4/1 無期限 ------ 紙 総務部総務課書庫 総務部総務課長 移管

1989年度 法規 規程 諸規程に関する綴(2/2) 総務部総務課法規企画掛 1990/4/1 無期限 ------ 紙 総務部総務課書庫 総務部総務課長 移管

1989年度 法規 通知 例規等綴 総務部総務課法規企画掛 1990/4/1 無期限 ------ 紙 総務部総務課書庫 総務部総務課長 移管

1990年度 法規 規程 諸規程に関する綴 総務部総務課法規企画掛 1991/4/1 無期限 ------ 紙 総務部総務課書庫 総務部総務課長 移管

1990年度 法規 通知 例規等綴 総務部総務課法規企画掛 1991/4/1 無期限 ------ 紙 総務部総務課書庫 総務部総務課長 移管

1991年度 法規 規程 諸規程に関する綴(1/2) 総務部総務課法規企画掛 1992/4/1 無期限 ------ 紙 総務部総務課書庫 総務部総務課長 移管

1991年度 法規 規程 諸規程に関する綴(2/2) 総務部総務課法規企画掛 1992/4/1 無期限 ------ 紙 総務部総務課書庫 総務部総務課長 移管

1991年度 法規 通知 例規等綴 総務部総務課法規企画掛 1992/4/1 無期限 ------ 紙 総務部総務課書庫 総務部総務課長 移管

1992年度 法規 規程 諸規程に関する綴(1/2) 総務部総務課法規企画掛 1993/4/1 無期限 ------ 紙 総務部総務課書庫 総務部総務課長 移管

1992年度 法規 規程 諸規程に関する綴(2/2) 総務部総務課法規企画掛 1993/4/1 無期限 ------ 紙 総務部総務課書庫 総務部総務課長 移管
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1993年度 法規 規程 諸規程に関する綴(1/2) 総務部総務課法規企画掛 1994/4/1 無期限 ------ 紙 総務部総務課書庫 総務部総務課長 移管

1993年度 法規 規程 諸規程に関する綴(2/2) 総務部総務課法規企画掛 1994/4/1 無期限 ------ 紙 総務部総務課書庫 総務部総務課長 移管

1993年度 法規 通知 例規等綴 総務部総務課法規企画掛 1994/4/1 無期限 ------ 紙 総務部総務課書庫 総務部総務課長 移管

1994年度 法規 規程 諸規程に関する綴(1/2) 総務部総務課法規企画掛 1995/4/1 無期限 ------ 紙 総務部総務課書庫 総務部総務課長 移管

1994年度 法規 規程 諸規程に関する綴(2/2) 総務部総務課法規企画掛 1995/4/1 無期限 ------ 紙 総務部総務課書庫 総務部総務課長 移管

1994年度 法規 通知 例規等綴 総務部総務課法規企画掛 1995/4/1 無期限 ------ 紙 総務部総務課書庫 総務部総務課長 移管

1995年度 法規 規程 追録作成伺い 総務部総務課法規企画掛 1996/4/1 30年 2026/3/31 紙 総務部総務課書庫 総務部総務課長 廃棄

1995年度 法規 規程 諸規程に関する綴(1/2) 総務部総務課法規企画掛 1996/4/1 無期限 ------ 紙 総務部総務課書庫 総務部総務課長 移管

1995年度 法規 規程 諸規程に関する綴(2/2) 総務部総務課法規企画掛 1996/4/1 無期限 ------ 紙 総務部総務課書庫 総務部総務課長 移管

1995年度 法規 通知 例規等綴 総務部総務課法規企画掛 1996/4/1 無期限 ------ 紙 総務部総務課書庫 総務部総務課長 移管

1996年度 法規 規程 追録作成伺い 総務部総務課法規企画掛 1997/4/1 30年 2027/3/31 紙 総務部総務課書庫 総務部総務課長 廃棄

1996年度 法規 規程 諸規程に関する綴 総務部総務課法規企画掛 1997/4/1 無期限 ------ 紙 総務部総務課書庫 総務部総務課長 移管

1996年度 法規 通知 例規等綴 総務部総務課法規企画掛 1997/4/1 無期限 ------ 紙 総務部総務課書庫 総務部総務課長 移管

1997年度 法規 規程 追録作成伺い 総務部総務課法規企画掛 1998/4/1 30年 2028/3/31 紙 総務部総務課書庫 総務部総務課長 廃棄

1997年度 法規 規程 諸規程に関する綴 総務部総務課法規企画掛 1998/4/1 無期限 ------ 紙 総務部総務課書庫 総務部総務課長 移管

1997年度 法規 通知 例規等綴 総務部総務課法規企画掛 1998/4/1 無期限 ------ 紙 総務部総務課書庫 総務部総務課長 移管

1998年度 法規 規程 追録作成伺い 総務部総務課法規企画掛 1999/4/1 30年 2029/3/31 紙 総務部総務課書庫 総務部総務課長 廃棄

1998年度 法規 規程 諸規程に関する綴 総務部総務課法規企画掛 1999/4/1 無期限 ------ 紙 総務部総務課書庫 総務部総務課長 移管

1998年度 法規 通知 例規等綴 総務部総務課法規企画掛 1999/4/1 無期限 ------ 紙 総務部総務課書庫 総務部総務課長 移管

1999年度 法規 規程 追録作成伺い 総務部総務課法規企画掛 2000/4/1 30年 2030/3/31 紙 総務部総務課書庫 総務部総務課長 廃棄

1999年度 法規 規程 諸規程に関する綴 総務部総務課法規企画掛 2000/4/1 無期限 ------ 紙 総務部総務課書庫 総務部総務課長 移管

1999年度 法規 通知 例規等綴 総務部総務課法規企画掛 2000/4/1 無期限 ------ 紙 総務部総務課書庫 総務部総務課長 移管

2000年度 法規 規程 追録作成伺い 総務部総務課法規企画掛 2001/4/1 30年 2031/3/31 紙 総務部総務課書庫 総務部総務課長 廃棄

2000年度 法規 規程 諸規程に関する綴 総務部総務課法規企画掛 2001/4/1 無期限 ------ 紙 総務部総務課書庫 総務部総務課長 移管

2000年度 法規 通知 例規等綴 総務部総務課法規企画掛 2001/4/1 無期限 ------ 紙 総務部総務課書庫 総務部総務課長 移管

2001年度 法規 規程 諸規程に関する綴 総務部総務課法規企画掛 2002/4/1 無期限 ------ 紙 総務課室内 総務部総務課長 移管

2001年度 法規 通知 例規等綴 総務部総務課法規企画掛 2002/4/1 無期限 ------ 紙 総務部総務課書庫 総務部総務課長 移管

2002年度 法規 規程 諸規程に関する綴 総務部総務課法規企画係 2003/4/1 無期限 ------ 紙 総務課室内 総務部総務課長 移管

2002年度 法規 通知 例規等綴 総務部総務課法規企画掛 2003/4/1 無期限 ------ 紙 総務部総務課書庫 総務部総務課長 移管

2003年度 法規 通知 規程関係の事務連絡 平成16年1月～3月 総務部総務課法規企画掛 2004/4/1 無期限 ------ 紙 総務課室内 総務部総務課長 移管

2003年度 法規 規程 諸規程に関する綴 総務部総務課法規企画掛 2004/4/1 無期限 ------ 紙 総務課室内 総務部総務課長 移管

2003年度 法規 通知 例規 国立大学法人法の施行について 総務部総務課法規企画掛 2004/4/1 無期限 ------ 紙 総務課室内 総務部総務課長 移管

2003年度 法規 通知 例規等綴 総務部総務課法規企画係 2004/4/1 無期限 2021/3/31 紙 総務部総務課書庫 総務部総務課長 移管

2003年度 法規 その他 国立大学法人登記の申請について 総務部総務課長 2004/4/1 無期限 ------ 紙 総務課室内 総務部総務課長 移管

2004年度 法規 その他 平成16年度・平成17年度　雑綴 総務企画部企画課法規掛 2006/4/1 15年 2021/3/31 紙
総務部総務課倉庫
２

総務部総務課長 廃棄

2004年度 法規 規程 諸規程に関する綴 その1 総務企画部企画課法規掛 2005/4/1 無期限 ------ 紙 総務課室内 総務部総務課長 移管

2004年度 法規 規程 諸規程に関する綴 その2 総務企画部企画課法規掛 2005/4/1 無期限 ------ 紙 総務課室内 総務部総務課長 移管

2004年度 法規 通知 例規等綴 総務企画部企画課法規掛 2005/4/1 無期限 ------ 紙 総務課室内 総務部総務課長 移管

2005年度
情報公開・
個人情報保

監査 保有個人情報保護に係る学内監査(平成17年度～平成22年度)
総務企画部総務広報課専門
職員(大学文書資料室担当)

2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 廃棄

2005年度 法規 規程 諸規程に関する綴 その1 総務部総務課法規掛 2006/4/1 無期限 ------ 紙 総務課室内 総務部総務課長 移管

2005年度 法規 規程 諸規程に関する綴 その2 総務部総務課法規掛 2006/4/1 無期限 ------ 紙 総務課室内 総務部総務課長 移管

2005年度 法規 通知 例規等綴 総務企画部企画課法規掛 2006/4/1 無期限 ------ 紙 総務課室内 総務部総務課長 移管
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2006年度 法規 規程 諸規程に関する綴 総務部総務課法規掛 2007/4/1 無期限 ------ 紙 総務課室内 総務部総務課長 移管

2006年度 法規 通知 例規等綴 総務部総務課法規掛 2007/4/1 無期限 ------ 紙 総務課室内 総務部総務課長 移管

2007年度
情報公開・
個人情報保

異議申立て 異議申立て・諮問・答申・決定(平成19年度～平成21年度) 総務部総務課専門職員 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 移管

2007年度 法規 規程 諸規程に関する綴 総務部総務課法規掛 2008/4/1 無期限 ------ 紙 総務課室内 総務部総務課長 移管

2007年度 法規 通知 例規等綴 総務部総務課法規掛 2008/4/1 無期限 ------ 紙 総務課室内 総務部総務課長 移管

2008年度
情報公開・
個人情報保

調査 情報公開法施行状況調査等関係綴(平成20年度～22年度) 総務部総務課専門職員 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 廃棄

2008年度 法規 規程 諸規程に関する綴 総務部総務課法規掛 2009/4/1 無期限 ------ 紙 総務課室内 総務部総務課長 移管

2008年度 法規 通知 例規等綴 総務部総務課法規掛 2009/4/1 無期限 ------ 紙 総務課室内 総務部総務課長 移管

2009年度
情報公開・
個人情報保

調査 平成20年度個人情報保護法施行状況調査関係 総務部総務課法規掛 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 総務部総務課書庫 総務部総務課長 廃棄

2009年度
情報公開・
個人情報保

請求 平成21年度保有個人情報開示請求関係(1/2) 総務部総務課法規掛 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 廃棄

2009年度
情報公開・
個人情報保

請求 平成21年度保有個人情報開示請求関係(2/2) 総務部総務課法規掛 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 廃棄

2009年度
情報公開・
個人情報保

請求 平成21年度法人文書開示請求関係(1/2) 総務部総務課法規掛 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 廃棄

2009年度
情報公開・
個人情報保

請求 平成21年度法人文書開示請求関係(2/2) 総務部総務課法規掛 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 廃棄

2009年度
情報公開・
個人情報保

庶務 個人情報ファイル簿等関係(平成21年度～平成22年度) 総務部総務課法規掛 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 廃棄

2009年度
情報公開・
個人情報保

研修 平成21～22年度保有個人情報保護に関する教育研修会 総務部総務課法規掛 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 廃棄

2009年度
情報公開・
個人情報保

会議 平成21・22年度情報公開・個人情報保護審査委員会 総務部総務課法規掛 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 移管

2009年度
情報公開・
個人情報保

事案 保有個人情報の漏えい等事案綴(平成21年度～平成22年度) 総務部総務課法規掛 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 廃棄

2009年度 法規 規程 諸規程に関する綴 総務部総務課法規掛 2010/4/1 無期限 ------ 紙 総務課室内 総務部総務課長 移管

2010年度
情報公開・
個人情報保

異議申立て 異議申立て・諮問・答申・決定(平成22年度) 総務部総務課法規掛 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 移管

2010年度
情報公開・
個人情報保

調査 平成21年度個人情報保護法施行状況調査関係 総務部総務課法規掛 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 総務部総務課書庫 総務部総務課長 廃棄

2010年度
情報公開・
個人情報保

請求 平成22年度保有個人情報開示請求関係(1/2) 総務部総務課法規掛 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 廃棄

2010年度
情報公開・
個人情報保

請求 平成22年度保有個人情報開示請求関係(2/2) 総務部総務課法規掛 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 廃棄

2010年度
情報公開・
個人情報保

請求 平成22年度法人文書開示請求関係 No.1(1/3) 総務部総務課法規掛 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 廃棄

2010年度
情報公開・
個人情報保

請求 平成22年度法人文書開示請求関係 No.2(2/3) 総務部総務課法規掛 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 廃棄

2010年度
情報公開・
個人情報保

請求 平成22年度法人文書開示請求関係 No.2(3/3) 総務部総務課法規掛 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 廃棄

2010年度 法規 規程 諸規程に関する綴 総務部総務課法規掛 2011/4/1 無期限 ------ 紙 総務課室内 総務部総務課長 移管

2011年度
情報公開・
個人情報保

調査 平成22年度個人情報保護法施行状況調査関係 総務部総務課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 廃棄

2011年度
情報公開・
個人情報保

会議 平成23年度情報公開・個人情報保護審査委員会 総務部総務課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 移管

2011年度
情報公開・
個人情報保

研修 平成23年度保有個人情報保護に関する教育研修会 総務部総務課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 廃棄

2011年度
情報公開・
個人情報保

請求 平成23年度法人文書開示請求関係(1/7) 総務部総務課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 廃棄

2011年度
情報公開・
個人情報保

請求 平成23年度法人文書開示請求関係(2/7) 総務部総務課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 廃棄

2011年度
情報公開・
個人情報保

請求 平成23年度法人文書開示請求関係(3/7) 総務部総務課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 廃棄

2011年度
情報公開・
個人情報保

請求 平成23年度法人文書開示請求関係(4/7) 総務部総務課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 廃棄

2011年度
情報公開・
個人情報保

請求 平成23年度法人文書開示請求関係(5/7) 総務部総務課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 廃棄

2011年度
情報公開・
個人情報保

請求 平成23年度法人文書開示請求関係（参考資料　整理番号23）(7/7) 総務部総務課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 廃棄

2011年度
情報公開・
個人情報保

請求 平成23年度法人文書開示請求関係（参考資料　整理番号6）(6/7) 総務部総務課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 廃棄

2011年度
情報公開・
個人情報保

事案 保有個人情報の漏えい等事案綴(平成23年度) 総務部総務課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 廃棄

2011年度 法規 規程 諸規程に関する綴 総務部総務課長 2012/4/1 無期限 ------ 紙 総務課室内 総務部総務課長 移管

2012年度 企画調整 文書管理 平成23年度　法人文書の管理の状況調査について 総務部総務課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙
総務部総務課事務
室内

総務部総務課長 移管

2012年度 企画調整 資料室 平成24年度　国立公文書館等に関する綴 総務部総務課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙
総務部総務課事務
室内

総務部総務課長 移管

2012年度 企画調整 文書管理
平成24年度　文書管理担当者研修会及び法人文書ファイル管理簿の
更新説明会

総務部総務課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙
総務部総務課事務
室内

総務部総務課長 移管

2012年度 企画調整 文書管理
平成24年度 公文書管理法に基づく歴史資料等保有施設の指定等に
ついて

総務部総務課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙
総務部総務課事務
室内

総務部総務課長 移管



作成・取得年度 大分類 中分類
ファイル名
（小分類）

作成・取得者 起算日 保存期間 保存期間満了日
媒体の種

別 保存場所 管理者
保存期間満了時の措
置 備考

2012年度
情報公開・
個人情報保

異議申立て 異議申立て・諮問・答申・決定(平成24年度) 総務部総務課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 移管

2012年度
情報公開・
個人情報保

庶務 個人情報ファイル簿等関係(平成23年度) 総務部総務課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙
総務部総務課倉庫
２

総務部総務課長 廃棄

2012年度
情報公開・
個人情報保

調査 情報公開法施行状況調査等関係綴(平成23年度) 総務部総務課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 廃棄

2012年度
情報公開・
個人情報保

調査 平成23年度個人情報保護法施行状況調査関係 総務部総務課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 廃棄

2012年度
情報公開・
個人情報保

会議 平成24年度情報公開・個人情報保護審査委員会 総務部総務課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙
総務部総務課倉庫
２

総務部総務課長 移管

2012年度
情報公開・
個人情報保

請求 平成24年度保有個人情報開示請求関係(1/2) 総務部総務課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 廃棄

2012年度
情報公開・
個人情報保

請求 平成24年度保有個人情報開示請求関係(2/2) 総務部総務課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙
総務部総務課倉庫
２

総務部総務課長 廃棄

2012年度
情報公開・
個人情報保

研修 平成24年度保有個人情報保護に関する教育研修会 総務部総務課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙
総務部総務課倉庫
２

総務部総務課長 廃棄

2012年度
情報公開・
個人情報保

請求 平成24年度法人文書開示請求関係(1/5) 総務部総務課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙
総務部総務課倉庫
２

総務部総務課長 廃棄

2012年度
情報公開・
個人情報保

請求 平成24年度法人文書開示請求関係(2/5) 総務部総務課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙
総務部総務課倉庫
２

総務部総務課長 廃棄

2012年度
情報公開・
個人情報保

請求 平成24年度法人文書開示請求関係(3/5) 総務部総務課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙
総務部総務課倉庫
２

総務部総務課長 廃棄

2012年度
情報公開・
個人情報保

請求 平成24年度法人文書開示請求関係(4/5) 総務部総務課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙
総務部総務課倉庫
２

総務部総務課長 廃棄

2012年度
情報公開・
個人情報保

請求 平成24年度法人文書開示請求関係(5/5) 総務部総務課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙
総務部総務課倉庫
２

総務部総務課長 廃棄

2012年度
情報公開・
個人情報保

事案 保有個人情報の漏えい等事案綴(平成24年度) 総務部総務課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙
総務部総務課倉庫
２

総務部総務課長 廃棄

2012年度 法規 規程 諸規程に関する綴 総務部総務課長 2013/4/1 無期限 ------ 紙 総務課室内 総務部総務課長 移管

2013年度 企画調整 資料室 大学文書資料室　支出管理簿　平成25年度 総務部総務課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙
総務部総務課事務
室内

総務部総務課長 移管

2013年度 企画調整 文書管理 平成24年度　法人文書の管理の状況調査について 総務部総務課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙
総務部総務課事務
室内

総務部総務課長 移管

2013年度 企画調整 文書管理 平成25年度　移管・廃棄にかかる同意書について 総務部総務課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙
総務部総務課事務
室内

総務部総務課長 移管

2013年度 企画調整 資料室 平成25年度　国立公文書館等に関する綴 総務部総務課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙
総務部総務課事務
室内

総務部総務課長 移管

2013年度 企画調整 資料室 平成25年度　大学文書資料室会議 総務部総務課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙
総務部総務課事務
室内

総務部総務課長 移管

2013年度 企画調整 資料室 平成25年度　大学文書資料室関係 総務部総務課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙
総務部総務課事務
室内

総務部総務課長 移管

2013年度 企画調整 文書管理
平成25年度　文書管理担当者研修会及び法人文書ファイル管理簿の
更新説明会

総務部総務課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙
総務部総務課事務
室内

総務部総務課長 移管

2013年度 企画調整 文書管理 平成25年度　文書管理プロジェクト（１） 総務部総務課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙
総務部総務課事務
室内

総務部総務課長 移管

2013年度 企画調整 文書管理 公文書管理に関する独立行政法人等連絡会議（平成25年度） 総務部総務課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙
総務部総務課事務
室内

総務部総務課長 移管

2013年度 企画調整 文書管理
平成25年度　公文書管理法に基づく歴史資料等保有施設の指定等に
ついて

総務部総務課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙
総務部総務課事務
室内

総務部総務課長 移管

2013年度 企画調整 文書管理
平成25年度　文書管理プロジェクト（２）新たね保存期間・移管基準の
策定について

総務部総務課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙
総務部総務課事務
室内

総務部総務課長 移管

2013年度
情報公開・
個人情報保

調査
平成24年度情報公開法施行状況調査
・個人情報保護法施行状況調査関係

総務部総務課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙
総務部総務課倉庫
２

総務部総務課長 廃棄

2013年度
情報公開・
個人情報保

異議申立て
平成25年度情報公開・個人情報保護関係
異議申立て・諮問・答申・決定綴

総務部総務課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙
総務部総務課倉庫
２

総務部総務課長 移管

2013年度
情報公開・
個人情報保

請求 平成25年度保有個人情報開示請求関係 総務部総務課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙
総務部総務課倉庫
２

総務部総務課長 廃棄

2013年度
情報公開・
個人情報保

研修 平成25年度保有個人情報保護に関する教育研修会 総務部総務課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙
総務部総務課倉庫
２

総務部総務課長 廃棄

2013年度
情報公開・
個人情報保

請求 平成24年度法人文書開示請求情12-23関連書類 総務部総務課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙
総務部総務課倉庫
２

総務部総務課長 廃棄

2013年度
情報公開・
個人情報保

請求
法人文書開示請求・異議申立て案件　平成24年（独情）諮問第45号関
連書類

総務部総務課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙
総務部総務課倉庫
２

総務部総務課長 廃棄

2013年度
情報公開・
個人情報保

請求 平成25年度法人文書開示請求関係(1/6) 総務部総務課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙
総務部総務課倉庫
２

総務部総務課長 廃棄

2013年度
情報公開・
個人情報保

請求 平成25年度法人文書開示請求関係(2/6) 総務部総務課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙
総務部総務課倉庫
２

総務部総務課長 廃棄

2013年度
情報公開・
個人情報保

請求 平成25年度法人文書開示請求関係(3/6) 総務部総務課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙
総務部総務課倉庫
２

総務部総務課長 廃棄

2013年度
情報公開・
個人情報保

請求 平成25年度法人文書開示請求関係(4/6) 総務部総務課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙
総務部総務課倉庫
２

総務部総務課長 廃棄

2013年度
情報公開・
個人情報保

請求 平成25年度法人文書開示請求関係(5/6) 総務部総務課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙
総務部総務課倉庫
２

総務部総務課長 廃棄

2013年度
情報公開・
個人情報保

請求 平成25年度法人文書開示請求関係(6/6) 総務部総務課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙
総務部総務課倉庫
２

総務部総務課長 廃棄

2013年度
情報公開・
個人情報保

照会・回答 保有個人情報の取扱いに関する照会・回答綴(平成25年度) 総務部総務課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 廃棄

2013年度
情報公開・
個人情報保

事案 保有個人情報の漏えい等事案綴(平成25年度) 総務部総務課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 廃棄

2013年度 法規 規程 諸規程に関する綴 総務部総務課長 2014/4/1 無期限 ------ 紙 総務課室内 総務部総務課長 移管

2014年度 法規 規程 諸規程に関する綴 総務部総務課長 2015/4/1 無期限 ------ 紙 総務課室内 総務部総務課長 移管



作成・取得年度 大分類 中分類
ファイル名
（小分類）

作成・取得者 起算日 保存期間 保存期間満了日
媒体の種

別 保存場所 管理者
保存期間満了時の措
置 備考

2014年度 法規 規程
諸規程に関する綴　２
（学校教育法及び国立大学法人法の一部改正に伴う改正関係）

総務部総務課長 2015/4/1 無期限 ------ 紙 総務課室内 総務部総務課長 移管

2014年度 法規 規程
諸規程に関する綴　３
（独立行政法人通則法の改正に伴う改正関係・業務方法書の変更）

総務部総務課長 2015/4/1 無期限 ------ 紙 総務課室内 総務部総務課長 移管

2014年度 法規 規程
諸規程に関する綴　４
（学内周知　規程等の制定について）

総務部総務課長 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 廃棄

2014年度 法規 規程 規則集データベースシステム関係 総務部総務課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 廃棄

2014年度 法規 研修 平成26年度　法制執務研修 総務部総務課長 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 廃棄

2014年度
情報公開・
個人情報保

請求 平成26年度法人文書開示請求関係(1/4) 総務部総務課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 廃棄

2014年度
情報公開・
個人情報保

請求 平成26年度法人文書開示請求関係(2/4) 総務部総務課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 廃棄

2014年度
情報公開・
個人情報保

請求 平成26年度法人文書開示請求関係(3/4) 総務部総務課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 廃棄

2014年度
情報公開・
個人情報保

請求 平成26年度法人文書開示請求関係(4/4) 総務部総務課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 廃棄

2014年度
情報公開・
個人情報保

請求
平成26年度法人文書開示請求関係(第三者照会，受理しなかった案件
等)

総務部総務課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 廃棄

2014年度
情報公開・
個人情報保

請求 平成26年度保有個人情報開示請求関係(1/2) 総務部総務課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 廃棄

2014年度
情報公開・
個人情報保

請求 平成26年度保有個人情報開示請求関係(2/2) 総務部総務課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 廃棄

2014年度
情報公開・
個人情報保

請求 開示請求異議申立て案件① 総務部総務課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 移管

2014年度
情報公開・
個人情報保

請求 開示請求異議申立て案件② 総務部総務課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 移管

2014年度
情報公開・
個人情報保

請求 開示請求異議申立て案件③（1/3） 総務部総務課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 移管

2014年度
情報公開・
個人情報保

請求 開示請求異議申立て案件③（2/3） 総務部総務課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 移管

2015年度
情報公開・
個人情報保

請求 開示請求異議申立て案件③（3/3） 総務部総務課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 移管

2016年度
情報公開・
個人情報保

請求 開示請求審査請求案件① 総務部総務課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 移管

2016年度
情報公開・
個人情報保

請求 開示請求審査請求案件② 総務部総務課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 移管

2014年度
情報公開・
個人情報保

会議 平成26年度情報公開・個人情報保護審査委員会 総務部総務課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 移管

2014年度
情報公開・
個人情報保

調査 平成25年度独立行政法人等情報公開法の施行状況調査 総務部総務課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 廃棄

2014年度
情報公開・
個人情報保

調査 平成25年度個人情報保護法施行状況調査関係 総務部総務課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 廃棄

2013年度
情報公開・
個人情報保

調査 平成25年度保有個人情報の記録媒体の点検等 総務部総務課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 廃棄

2014年度
情報公開・
個人情報保

調査 平成26年度保有個人情報の管理状況の点検関係 総務部総務課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 廃棄

2014年度
情報公開・
個人情報保

調査 平成26年度個人情報保護　評価・監査・指針改正等 総務部総務課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 廃棄

2014年度
情報公開・
個人情報保

事案 保有個人情報の漏えい等事案綴(平成26年度) 総務部総務課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 廃棄

2014年度
情報公開・
個人情報保

研修 平成26年度　個人情報保護管理者研修 総務部総務課長 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 廃棄

2014年度
情報公開・
個人情報保

研修 平成26年度　情報公開・個人情報保護　外部研修関係 総務部総務課長 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 廃棄

2014年度
情報公開・
個人情報保

研修 平成26年度　法人文書管理研修､情報公開・個人情報保護研修 総務部総務課長 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 廃棄

2014年度 文書法規 文書管理
平成26年度　文書管理担当者研修会及び法人文書ファイル管理簿の
更新説明会

総務部総務課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 移管

2014年度 文書法規 文書管理 平成26年度　総務課　法人文書ファイル管理簿の更新作業について 総務部総務課長 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 廃棄

2014年度 文書法規 文書管理 平成26年度　廃棄・移管にかかる同意について 総務部総務課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 移管

2014年度 文書法規 文書管理 平成25年度　法人文書の管理の状況調査について 総務部総務課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 移管

2014年度 文書法規 文書管理 平成26年度　文書管理プロジェクト 総務部総務課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 移管

2014年度 文書法規 資料室 平成26年度　大学文書資料室　特任助教　雇用関係 総務部総務課長 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 移管

2014年度 文書法規 資料室 平成26年度　大学文書資料室　非常勤職員　雇用関係 総務部総務課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 廃棄

2014年度 文書法規 資料室 平成26年度　大学文書資料室　兼業・兼職関係 総務部総務課長 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 移管

2014年度 文書法規 資料室 平成26年度　国立公文書館等に関する綴 総務部総務課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 移管

2014年度 文書法規 文書管理
平成26年度　公文書管理法に基づく歴史資料等保有施設の指定等に
ついて

総務部総務課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 移管

2015年度 法規 規程 平成27年度　諸規程に関する綴　１ 総務部総務課長 2016/4/1 無期限 ------ 紙 総務課室内 総務部総務課長 移管

2015年度 法規 規程 平成27年度　諸規程に関する綴　２ 総務部総務課長 2016/4/1 無期限 ------ 紙 総務課室内 総務部総務課長 移管

2015年度 法規 規程
平成27年度　諸規程に関する綴　３
(学内周知　規程等の制定について）

総務部総務課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 廃棄



作成・取得年度 大分類 中分類
ファイル名
（小分類）

作成・取得者 起算日 保存期間 保存期間満了日
媒体の種

別 保存場所 管理者
保存期間満了時の措
置 備考

2015年度 法規 規程 平成27年度　規則集データベースシステム関係 総務部総務課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 廃棄

2015年度 法規 規程
障害を理由とする差別の解消の推進に係る法律への対応に関する綴
（障害者支援室・障害者差別解消委員会設置関係）

総務部総務課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 移管

2015年度 文書法規 研修
平成27年度　法人文書管理，情報公開・個人情報保護及び法制執務
研修に関する教育研修会

総務部総務課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 廃棄

2015年度
情報公開・
個人情報保

規程
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関す
る法律への対応

総務部総務課長 2016/4/1 5年 2026/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 移管

2015年度
情報公開・
個人情報保

研修 平成27年度　個人情報保護研修 総務部総務課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 廃棄

2015年度 文書法規 文書管理
平成27年度　文書管理担当者研修会及び法人文書ファイル管理簿の
更新説明会

総務部総務課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 移管

2015年度 文書法規 文書管理
平成27年度　公文書管理法に基づく歴史資料等保有施設の指定等に
ついて

総務部総務課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 移管

2015年度 文書法規 文書管理 平成27年度　文書管理プロジェクト 総務部総務課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 移管

2015年度 文書法規 文書管理 公文書管理に関する独立行政法人等連絡会議（平成27年度） 総務部総務課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 移管

2015年度 文書法規 資料室 平成27年度　大学文書資料室　教員人事関係 総務部総務課長 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 移管

2015年度 文書法規 資料室 平成27年度　大学文書資料室　非常勤職員　雇用関係 総務部総務課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 廃棄

2015年度 文書法規 資料室 平成27年度　国立公文書館等に関する綴 総務部総務課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 移管

2015年度 文書法規 資料室 平成27年度　大学文書資料室　兼業・兼職関係 総務部総務課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 移管

2015年度 文書法規 研修 平成27年度　情報公開・個人情報保護・公文書管理　　外部研修関係 総務部総務課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 廃棄

2015年度
情報公開・
個人情報保

請求 平成27年度法人文書開示請求関係　No.1 総務部総務課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 廃棄

2015年度
情報公開・
個人情報保

請求 平成27年度法人文書開示請求関係　No.2 総務部総務課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 廃棄

2015年度
情報公開・
個人情報保

請求 平成27年度法人文書開示請求関係　No.3 総務部総務課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 廃棄

2015年度
情報公開・
個人情報保

請求 平成27年度法人文書開示請求関係　No.4 総務部総務課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 廃棄

2015年度
情報公開・
個人情報保

請求 平成27年度法人文書開示請求関係　No.5 総務部総務課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 廃棄

2016年度
情報公開・
個人情報保

請求 平成28年度法人文書開示請求関係 総務部総務課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 廃棄

2015年度
情報公開・
個人情報保

請求 平成27年度保有個人情報開示請求関係 No.1 総務部総務課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 廃棄

2015年度
情報公開・
個人情報保

請求 平成27年度保有個人情報開示請求関係 No.2 総務部総務課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 廃棄

2016年度
情報公開・
個人情報保

請求 平成28年度保有個人情報開示請求関係 総務部総務課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 廃棄

2015年度
情報公開・
個人情報保

事案 保有個人情報の漏えい等事案綴(平成27年度) 総務部総務課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 廃棄

2015年度
情報公開・
個人情報保

調査 平成27年度個人情報保護　評価・監査・指針改正等 総務部総務課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 廃棄

2015年度
情報公開・
個人情報保

調査 平成26年度独立行政法人等情報公開法の施行状況調査 総務部総務課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 廃棄

2015年度
情報公開・
個人情報保

会議 平成27年度情報公開・個人情報保護審査委員会 総務部総務課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 移管

2016年度
情報公開・
個人情報保

会議 平成28年度情報公開・個人情報保護審査委員会 総務部総務課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 移管

2015年度
情報公開・
個人情報保

会議
独立行政法人等情報公開・個人情報保護担当者連絡会議（平成27年
度）

総務部総務課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 廃棄

2015年度
情報公開・
個人情報保

研修 平成27年度　個人情報保護管理者研修 総務部総務課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 廃棄

2015年度 文書法規 文書管理 平成26年度　法人文書の管理の状況調査について 総務部総務課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 移管

2015年度
情報公開・
個人情報保

調査 平成27年度個人情報保護の実態調査関係 総務部総務課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 移管

2015年度 文書法規 文書管理 平成27年度　廃棄・移管にかかる同意について 総務部総務課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 移管

2015年度 文書法規 文書管理 平成27年度　総務課　法人文書ファイル管理簿の更新作業について 総務部総務課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 廃棄

2015年度
情報公開・
個人情報保

請求
平成27年度法人文書開示請求関係(第三者照会，受理しなかった案件
等)

総務部総務課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 廃棄

2015年度
情報公開・
個人情報保

請求 開示請求異議申立て案件④ 総務部総務課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 移管

2016年度
情報公開・
個人情報保

調査 平成27年度個人情報保護法施行状況調査関係 総務部総務課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 廃棄

2016年度
情報公開・
個人情報保

調査 平成27年度独立行政法人等情報公開法の施行状況調査 総務部総務課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 廃棄

2016年度
情報公開・
個人情報保

研修 平成28年度　個人情報保護管理者研修 総務部総務課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 廃棄

2016年度
情報公開・
個人情報保

事案 保有個人情報の漏えい等事案綴(平成28年度) 総務部総務課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 廃棄

2016年度
情報公開・
個人情報保

会議
独立行政法人等情報公開・個人情報保護担当者連絡会議（平成28年
度）

総務部総務課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 廃棄

2016年度 法規 規程 平成28年度　諸規程に関する綴　１ 総務部総務課長 2017/4/1 無期限 ------ 紙 総務課室内 総務部総務課長 移管



作成・取得年度 大分類 中分類
ファイル名
（小分類）

作成・取得者 起算日 保存期間 保存期間満了日
媒体の種

別 保存場所 管理者
保存期間満了時の措
置 備考

2016年度 法規 規程 平成28年度　諸規程に関する綴　２ 総務部総務課長 2017/4/1 無期限 ------ 紙 総務課室内 総務部総務課長 移管

2016年度 法規 規程
平成28年度　諸規程に関する綴　３
（学内周知　規程等の制定について）

総務部総務課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 廃棄

2016年度 法規 規程 平成28年度　規則集データベースシステム関係 総務部総務課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 廃棄

2016年度 文書法規 研修
平成28年度　法制執務研修会，法人文書管理，情報公開・個人情報
保護に関する教育研修会

総務部総務課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 廃棄

2016年度 文書法規 文書管理
平成28年度　文書管理担当者研修会及び法人文書ファイル管理簿の
更新説明会

総務部総務課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 移管

2016年度 文書法規 文書管理
平成28年度　公文書管理法に基づく歴史資料等保有施設の指定等に
ついて

総務部総務課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 移管

2016年度 文書法規 文書管理 平成28年度　文書管理プロジェクト 総務部総務課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 移管

2016年度 文書法規 資料室 平成28年度　大学文書資料室　非常勤職員　雇用関係 総務部総務課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 廃棄

2016年度 文書法規 資料室 平成28年度　国立公文書館等に関する綴 総務部総務課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 移管

2016年度 文書法規 資料室 平成28年度　大学文書資料室　兼業・兼職関係 総務部総務課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 移管

2016年度 文書法規 研修 平成28年度　情報公開・個人情報保護・公文書管理　　外部研修関係 総務部総務課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 廃棄

2016年度
情報公開・
個人情報保

調査 平成28年度個人情報保護　評価・監査・指針改正等 総務部総務課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 廃棄

2016年度 文書法規 文書管理 平成27年度　法人文書の管理の状況調査について 総務部総務課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 移管

2016年度 文書法規 文書管理 平成28年度　廃棄・移管にかかる同意について 総務部総務課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 移管

2016年度
情報公開・
個人情報保

請求
平成28年度法人文書開示請求関係(第三者照会，受理しなかった案件
等)

総務部総務課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 廃棄

2016年度 文書法規 資料室 平成28年度名古屋大学創立80周年記念史編纂に関する綴 総務部総務課長 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 移管

2016年度 法規 委員会 平成28年度　障害者差別解消委員会関係 総務部総務課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 廃棄

2016年度 文書法規 文書管理 平成28年度　法人文書管理簿の更新作業について 総務部総務課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 廃棄

2016年度
情報公開・
個人情報保

研修 平成28年度　個人情報保護e-learning研修 総務部総務課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 廃棄

2016年度 法規 規程 全学委員会等の見直しに伴う規程等の改正等について 総務部総務課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 廃棄

2016年度 法規 規程 業務方法書所定の事項の確認に係る監事監査資料の提出について 総務部総務課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 廃棄

2016年度 文書法規 文書管理 平成28年度　電子決済制度導入WG関係 総務部総務課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 廃棄

2017年度
情報公開・
個人情報保

請求 平成29年度法人文書開示請求関係 総務部総務課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 廃棄

2017年度
情報公開・
個人情報保

請求 平成29年度保有個人情報開示請求関係 総務部総務課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 廃棄

2017年度
情報公開・
個人情報保

調査 平成28年度個人情報保護法施行状況調査関係 総務部総務課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 廃棄

2017年度
情報公開・
個人情報保

調査 平成28年度独立行政法人等情報公開法の施行状況調査 総務部総務課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 廃棄

2017年度
情報公開・
個人情報保

研修 平成29年度　個人情報保護管理者研修 総務部総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 廃棄

2017年度
情報公開・
個人情報保

事案 保有個人情報の漏えい等事案綴(平成29年度) 総務部総務課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 廃棄

2017年度
情報公開・
個人情報保

会議
平成29年度 独立行政法人等情報公開・個人情報保護担当者連絡会
議

総務部総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 廃棄

2017年度 文書法規 文書管理 公文書管理に関する独立行政法人等連絡会議（平成29年度） 総務部総務課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 移管

2017年度 法規 規程 平成29年度　諸規程に関する綴　１ 総務部総務課長 2018/4/1 無期限 ------ 紙 総務課室内 総務部総務課長 移管

2017年度 法規 規程 平成29年度　諸規程に関する綴　２ 総務部総務課長 2018/4/1 無期限 ------ 紙 総務課室内 総務部総務課長 移管

2017年度 法規 規程
平成29年度　諸規程に関する綴
（学内周知　規程等の制定について）

総務部総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 廃棄

2017年度 法規 規程 平成29年度　規則集データベースシステム関係 総務部総務課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 廃棄

2017年度 文書法規 研修
平成29年度　法制執務研修会，法人文書管理，情報公開・個人情報
保護に関する教育研修会

総務部総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 廃棄

2017年度 文書法規 文書管理 平成29年度　公文書管理法に基づく歴史資料等保有施設等について 総務部総務課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 移管

2017年度 文書法規 文書管理 平成29年度　文書管理プロジェクト 総務部総務課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 移管

2017年度 文書法規 資料室 平成29年度　大学文書資料室　非常勤職員　雇用関係 総務部総務課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 廃棄

2017年度 文書法規 資料室 平成29年度　国立公文書館等に関する綴 総務部総務課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 移管

2017年度 文書法規 研修 平成29年度　情報公開・個人情報保護・公文書管理　　外部研修関係 総務部総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 廃棄

2017年度
情報公開・
個人情報保

調査 平成29年度　個人情報保護　評価・監査・指針改正等 総務部総務課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 廃棄

2017年度 文書法規 文書管理 平成28年度　法人文書の管理の状況調査について 総務部総務課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 移管



作成・取得年度 大分類 中分類
ファイル名
（小分類）

作成・取得者 起算日 保存期間 保存期間満了日
媒体の種

別 保存場所 管理者
保存期間満了時の措
置 備考

2017年度 文書法規 文書管理 平成29年度　廃棄・移管にかかる同意について 総務部総務課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 移管

2017年度 文書法規 資料室 平成29年度名古屋大学創立80周年記念史編纂に関する綴 総務部総務課長 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 移管

2017年度
情報公開・
個人情報保

研修 平成29年度　個人情報保護e-learning研修 総務部総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 廃棄

2017年度 文書法規 資料室 平成29年度　大学文書資料室関係 総務部総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 廃棄

2018年度
情報公開・
個人情報保

請求 平成30年度法人文書開示請求関係  No.1 総務部総務課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 廃棄

2018年度
情報公開・
個人情報保

請求 平成30年度法人文書開示請求関係  No.2 総務部総務課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 廃棄

2018年度
情報公開・
個人情報保

請求 平成30年度保有個人情報開示請求関係 総務部総務課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 廃棄

2018年度
情報公開・
個人情報保

請求 開示請求審査請求案件③ 総務部総務課長 2019/4/1 10年 紙 総務課室内 総務部総務課長 移管

2018年度
情報公開・
個人情報保

調査 平成29年度個人情報保護法施行状況調査関係 総務部総務課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 廃棄

2018年度
情報公開・
個人情報保

調査 平成29年度独立行政法人等情報公開法の施行状況調査 総務部総務課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 廃棄

2018年度
情報公開・
個人情報保

研修 平成30年度　個人情報保護管理者研修 総務部総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 廃棄

2018年度
情報公開・
個人情報保

事案 保有個人情報の漏えい等事案綴(平成30年度) 総務部総務課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 廃棄

2018年度
情報公開・
個人情報保

会議
平成30年度 独立行政法人等情報公開・個人情報保護担当者連絡会
議

総務部総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 廃棄

2018年度 文書法規 文書管理 公文書管理に関する独立行政法人等連絡会議（平成30年度） 総務部総務課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 移管

2018年度 法規 規程 平成30年度　諸規程に関する綴　１ 総務部総務課長 2019/4/1 無期限 ------ 紙 総務課室内 総務部総務課長 移管

2018年度 法規 規程 平成30年度　諸規程に関する綴　２ 総務部総務課長 2019/4/1 無期限 ------ 紙 総務課室内 総務部総務課長 移管

2018年度 法規 規程
平成30年度　諸規程に関する綴
（学内周知　規程等の制定について）

総務部総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 廃棄

2018年度 法規 規程 平成30年度　規則集データベースシステム関係 総務部総務課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 廃棄

2018年度 文書法規 研修
平成30年度　法制執務研修会，法人文書管理，情報公開・個人情報
保護に関する教育研修会

総務部総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 廃棄

2018年度 文書法規 文書管理 平成30年度　公文書管理法に基づく歴史資料等保有施設等について 総務部総務課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 移管

2018年度 文書法規 文書管理 平成30年度　文書管理プロジェクト 総務部総務課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 移管

2018年度 文書法規 資料室 平成30年度　大学文書資料室　非常勤職員　雇用関係 総務部総務課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 廃棄

2018年度 文書法規 資料室 平成30年度　国立公文書館等に関する綴 総務部総務課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 移管

2018年度 文書法規 研修 平成30年度　情報公開・個人情報保護・公文書管理　　外部研修関係 総務部総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 廃棄

2018年度
情報公開・
個人情報保

調査 平成30年度　個人情報保護　評価・監査・指針改正等 総務部総務課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 廃棄

2018年度 文書法規 文書管理 平成29年度　法人文書の管理の状況調査について 総務部総務課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 移管

2018年度 文書法規 文書管理 平成30年度　廃棄・移管にかかる同意について 総務部総務課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 移管

2018年度 文書法規 資料室 平成30年度名古屋大学創立80周年記念史編纂に関する綴 総務部総務課長 2019/4/1 30年 2049/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 移管

2018年度
情報公開・
個人情報保

研修 平成30年度　個人情報保護e-learning研修 総務部総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 廃棄

2018年度 文書法規 資料室 平成30年度　大学文書資料室関係 総務部総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 廃棄

2018年度 法規 規程 東海国立大学機構設立に向けた規則整備関係 総務部総務課長 2019/4/1 30年 紙 総務課室内 総務部総務課長 移管

2010年度 秘書 国大協 （社）国立大学協会支部運営経費　平成22年度～23年度 総務部総務課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 秘書室内 総務部総務課長 廃棄

2012年度 秘書 国大協 （社）国立大学協会支部運営経費　平成24年度～25年度 総務部総務課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 秘書室内 総務部総務課長 廃棄

2014年度 秘書 国大協 （社）国立大学協会支部運営経費　平成26年度～27年度 総務部総務課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 秘書室内 総務部総務課長 廃棄

2016年度 秘書 国大協 （社）国立大学協会支部運営経費　平成28年度～29年度 総務部総務課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 秘書室内 総務部総務課長 廃棄

1998年度 秘書 会議 H10～H15　東海・北陸地区国立大学長会議 総務部総務課長 2004/4/1 30年 2034/3/31 紙 秘書室内 総務部総務課長 移管

2002年度 秘書 会議 H14～H15　東海・北陸地区国立大学事務局長会議 総務部総務課長 2004/4/1 30年 2034/3/31 紙 秘書室内 総務部総務課長 移管

1995年度 秘書 会議 H8.1～H16.3　七国立大学事務局長会議 総務部総務課長 2004/4/1 30年 2034/3/31 紙 秘書室内 総務部総務課長 移管

2006年度 秘書 庶務 会議費　平成18～26年度 総務部総務課長 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 秘書室内 総務部総務課長 廃棄

2000年度 秘書 会議 国立大学長会議　平成12年6月15日 総務部総務課長 2001/4/1 30年 2031/3/31 紙 秘書室内 総務部総務課長 移管

2008年度 秘書 会議 国立大学法人学長・大学共同利用機関法人機構長等会議 総務部総務課長 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 秘書室内 総務部総務課長 移管

2009年度 秘書 その他 参与関係　平成21～27年度 総務部総務課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 秘書室内 総務部総務課長 廃棄
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2016年度 秘書 その他 参与関係　平成28～35年度 総務部総務課長 2023/4/1 10年 2033/3/31 紙 秘書室内 総務部総務課長 廃棄

2004年度 秘書 国大協 社団法人国立大学協会支部運営経費　平成16～21年度 総務部総務課長 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 秘書室内 総務部総務課長 廃棄

1998年度 秘書 会議 全国国立大学工学系学長懇談会　平成10年度～平成20年度 総務部総務課長 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 秘書室内 総務部総務課長 移管

2004年度 秘書 会議 総長・理事・総長補佐連絡会（ＳＲＨ連絡会）（16.6.23～18.3.24） 総務部総務課長 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 秘書室内 総務部総務課長 移管

2003年度 秘書 その他 総長交代に伴う挨拶状・挨拶まわり等　松尾総長退任～濵口総長 総務部総務課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 秘書室内 総務部総務課長 廃棄

2015年度 秘書 その他 総長交代に伴う挨拶状・挨拶まわり等　濵口総長退任～松尾清一総長 総務部総務課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 秘書室内 総務部総務課長 廃棄

1995年度 秘書 会議 東海・北陸地区国立大学事務局長会議 総務部総務課長 2002/4/1 30年 2032/3/31 紙 秘書室内 総務部総務課長 移管

2008年度 秘書 例規 名古屋大学の役職員等に係る弔事の取扱いについて 総務部総務課長 2009/4/1 無期限 ------ 紙 秘書室内 総務部総務課長 移管

2004年度 秘書 会議 七国立大学長会議　平成16年10月28日 総務部総務課長 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 秘書室内 総務部総務課長 移管

2005年度 秘書 会議 七国立大学長会議　平成17年 総務部総務課長 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 秘書室内 総務部総務課長 移管

2009年度 秘書 会議
七国立大学長会議，七国立大学総長懇談会　平成21年度～平成22年
度

総務部総務課長 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙 秘書室内 総務部総務課長 移管

2015年度 秘書 会議 七国立大学長会議，七国立大学総長懇談会　平成27年度 総務部総務課長 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 秘書室内 総務部総務課長 移管

2016年度 秘書 会議 七国立大学長会議，七国立大学総長懇談会　平成28年度 総務部総務課長 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 秘書室内 総務部総務課長 移管

2017年度 秘書 会議 七国立大学長会議，七国立大学総長懇談会　平成29年度 総務部総務課長 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 秘書室内 総務部総務課長 移管

2004年度 秘書 会議
七国立大学長会議，七国立大学総長懇談会（平成16年度～平成20年
度）

総務部総務課長 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 秘書室内 総務部総務課長 移管

2011年度 秘書 会議 七国立大学長懇談会，七国立大学長会議　平成23年度～平成24年度 総務部総務課長 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 秘書室内 総務部総務課長 移管

2010年度 秘書 人事 秘書室非常勤・派遣関係　平成22～32年度 総務部総務課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 秘書室内 総務部総務課長 廃棄

2001年度 秘書 会議 平成13年度　七国立大学事務局長会議関係綴 総務部総務課長 2002/4/1 30年 2032/3/31 紙 秘書室内 総務部総務課長 移管

2001年度 秘書 会議 平成13年度　臨時東海・北陸地区国立大学長会議 総務部総務課長 2002/4/1 30年 2032/3/31 紙 秘書室内 総務部総務課長 移管

2002年度 秘書 会議 平成14年度　臨時東海・北陸地区国立大学事務局長会議 総務部総務課長 2003/4/1 30年 2033/3/31 紙 秘書室内 総務部総務課長 移管

2002年度 秘書 会議 平成14年度　臨時東海・北陸地区国立大学長会議（14・10・5） 総務部総務課長 2003/4/1 30年 2033/3/31 紙 秘書室内 総務部総務課長 移管

2002年度 秘書 会議 平成14年度　臨時東海・北陸地区国立大学長会議（15・3・15） 総務部総務課長 2003/4/1 30年 2033/3/31 紙 秘書室内 総務部総務課長 移管

2004年度 秘書 会議 平成16年度　役員懇談会① 総務部総務課長 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 秘書室内 総務部総務課長 移管

2004年度 秘書 会議 平成16年度　役員懇談会② 総務部総務課長 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 秘書室内 総務部総務課長 移管

2004年度 秘書 会議 平成16年度　役員懇談会③ 総務部総務課長 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 秘書室内 総務部総務課長 移管

2005年度 秘書 会議 平成17年度　役員懇談会① 総務部総務課長 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 秘書室内 総務部総務課長 移管

2005年度 秘書 会議 平成17年度　役員懇談会② 総務部総務課長 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 秘書室内 総務部総務課長 移管

2005年度 秘書 会議 平成17年度　役員懇談会③ 総務部総務課長 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 秘書室内 総務部総務課長 移管

2005年度 秘書 会議 平成17年度　役員懇談会④ 総務部総務課長 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 秘書室内 総務部総務課長 移管

2005年度 秘書 会議 平成17年度　役員懇談会⑤ 総務部総務課長 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 秘書室内 総務部総務課長 移管

2005年度 秘書 会議 平成17年度　役員懇談会⑥ 総務部総務課長 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 秘書室内 総務部総務課長 移管

2005年度 秘書 会議 平成17年度　役員懇談会⑦ 総務部総務課長 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 秘書室内 総務部総務課長 移管

2005年度 秘書 会議 平成17年度　役員懇談会⑧ 総務部総務課長 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 秘書室内 総務部総務課長 移管

2005年度 秘書 会議 平成17年度　役員懇談会⑨ 総務部総務課長 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 秘書室内 総務部総務課長 移管

2006年度 秘書 会議 平成18年度　役員懇談会① 総務部総務課長 2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 秘書室内 総務部総務課長 移管

2006年度 秘書 会議 平成18年度　役員懇談会② 総務部総務課長 2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 秘書室内 総務部総務課長 移管

2006年度 秘書 会議 平成18年度　役員懇談会③ 総務部総務課長 2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 秘書室内 総務部総務課長 移管

2006年度 秘書 会議 平成18年度　役員懇談会④ 総務部総務課長 2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 秘書室内 総務部総務課長 移管

2006年度 秘書 会議 平成18年度　役員懇談会⑤ 総務部総務課長 2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 秘書室内 総務部総務課長 移管

2007年度 秘書 会議 平成19年度　役員懇談会① 総務部総務課長 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 秘書室内 総務部総務課長 移管

2007年度 秘書 会議 平成19年度　役員懇談会② 総務部総務課長 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 秘書室内 総務部総務課長 移管

2007年度 秘書 会議 平成19年度　役員懇談会③ 総務部総務課長 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 秘書室内 総務部総務課長 移管
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2007年度 秘書 会議 平成19年度　役員懇談会④ 総務部総務課長 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 秘書室内 総務部総務課長 移管

2008年度 秘書 会議 平成20年度　役員懇談会① 総務部総務課長 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 秘書室内 総務部総務課長 移管

2008年度 秘書 会議 平成20年度　役員懇談会② 総務部総務課長 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 秘書室内 総務部総務課長 移管

2008年度 秘書 会議 平成20年度　役員懇談会③ 総務部総務課長 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 秘書室内 総務部総務課長 移管

2009年度 秘書 会議 平成21年度　役員懇談会① 総務部総務課長 2010/4/1 30年 2040/3/31 紙 秘書室内 総務部総務課長 移管

2009年度 秘書 会議 平成21年度　役員懇談会② 総務部総務課長 2010/4/1 30年 2040/3/31 紙 秘書室内 総務部総務課長 移管

2009年度 秘書 会議 平成21年度　役員懇談会③ 総務部総務課長 2010/4/1 30年 2040/3/31 紙 秘書室内 総務部総務課長 移管

2009年度 秘書 会議 平成21年度　役員懇談会④ 総務部総務課長 2010/4/1 30年 2040/3/31 紙 秘書室内 総務部総務課長 移管

2009年度 秘書 会議 平成21年度　役員懇談会⑤ 総務部総務課長 2010/4/1 30年 2040/3/31 紙 秘書室内 総務部総務課長 移管

2009年度 秘書 会議 平成21年度　役員懇談会⑥ 総務部総務課長 2010/4/1 30年 2040/3/31 紙 秘書室内 総務部総務課長 移管

2010年度 秘書 会議 平成22年度　役員懇談会① 総務部総務課長 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙 秘書室内 総務部総務課長 移管

2010年度 秘書 会議 平成22年度　役員懇談会② 総務部総務課長 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙 秘書室内 総務部総務課長 移管

2010年度 秘書 会議 平成22年度　役員懇談会③ 総務部総務課長 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙 秘書室内 総務部総務課長 移管

2010年度 秘書 会議 平成22年度　役員懇談会④ 総務部総務課長 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙 秘書室内 総務部総務課長 移管

2011年度 秘書 会議 平成23年度　役員懇談会① 総務部総務課長 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 秘書室内 総務部総務課長 移管

2011年度 秘書 会議 平成23年度　役員懇談会② 総務部総務課長 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 秘書室内 総務部総務課長 移管

2011年度 秘書 会議 平成23年度　役員懇談会③ 総務部総務課長 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 秘書室内 総務部総務課長 移管

2011年度 秘書 会議 平成23年度　役員懇談会④ 総務部総務課長 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 秘書室内 総務部総務課長 移管

2012年度 秘書 会議 平成24年度　役員懇談会① 総務部総務課長 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 秘書室内 総務部総務課長 移管

2012年度 秘書 会議 平成24年度　役員懇談会② 総務部総務課長 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 秘書室内 総務部総務課長 移管

2012年度 秘書 会議 平成24年度　役員懇談会③ 総務部総務課長 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 秘書室内 総務部総務課長 移管

2013年度 秘書 会議 平成25年度　事務担当理事・事務局長会議（七国・東海北陸） 総務部総務課長 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 秘書室内 総務部総務課長 移管

2013年度 秘書 その他 平成25年度　電報 総務部総務課長 2014/4/1 6年 2020/3/31 紙 秘書室内 総務部総務課長 廃棄

2013年度 秘書 会議 平成25年度　役員懇談会① 総務部総務課長 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 秘書室内 総務部総務課長 移管

2013年度 秘書 会議 平成25年度　役員懇談会② 総務部総務課長 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 秘書室内 総務部総務課長 移管

2013年度 秘書 会議 平成25年度　役員懇談会③ 総務部総務課長 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 秘書室内 総務部総務課長 移管

2013年度 秘書 会議 平成25年度　役員懇談会④ 総務部総務課長 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 秘書室内 総務部総務課長 移管

2014年度 秘書 会議 平成26年度　事務担当理事・事務局長会議（七国・東海北陸） 総務部総務課長 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 秘書室内 総務部総務課長 移管

2014年度 秘書 会議 平成26年度　部長連絡会 総務部総務課長 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 秘書室内 総務部総務課長 廃棄

2014年度 秘書 会議 平成26年度　役員懇談会① 総務部総務課長 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 秘書室内 総務部総務課長 移管

2014年度 秘書 会議 平成26年度　役員懇談会② 総務部総務課長 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 秘書室内 総務部総務課長 移管

2014年度 秘書 会議 平成26年度　役員懇談会③ 総務部総務課長 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 秘書室内 総務部総務課長 移管

2014年度 秘書 会議 平成26年度　役員懇談会④ 総務部総務課長 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 秘書室内 総務部総務課長 移管

2015年度 秘書 会議 平成27年度　事務担当理事・事務局長会議（七国・東海北陸） 総務部総務課長 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 秘書室内 総務部総務課長 移管

2015年度 秘書 会議 平成27年度　部長連絡会 総務部総務課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 秘書室内 総務部総務課長 廃棄

2016年度 秘書 会議 平成28年度　事務担当理事・事務局長会議（七国・東海北陸） 総務部総務課長 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 秘書室内 総務部総務課長 移管

2016年度 秘書 その他 平成28年度　電報 総務部総務課長 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 秘書室内 総務部総務課長 廃棄

2016年度 秘書 会議 平成28年度　部長連絡会 総務部総務課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 秘書室内 総務部総務課長 廃棄

2017年度 秘書 会議 平成29年度　事務担当理事・事務局長会議（七国・東海北陸） 総務部総務課長 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 秘書室内 総務部総務課長 移管

2017年度 秘書 その他 平成29年度　電報 総務部総務課長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 秘書室内 総務部総務課長 廃棄

2017年度 秘書 会議 平成29年度　部長連絡会 総務部総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 秘書室内 総務部総務課長 廃棄

2018年度 秘書 その他 平成30年度　電報 総務部総務課長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 秘書室内 総務部総務課長 廃棄
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2018年度 秘書 会議 平成30年度　部長連絡会 総務部総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 秘書室内 総務部総務課長 廃棄

2018年度 秘書 会議 平成30年度　事務担当理事・事務局長会議（七国・東海北陸） 総務部総務課長 2019/4/1 30年 2049/3/31 紙 秘書室内 総務部総務課長 移管

1997年度 秘書 会議 平成9年～平成10年　国立大学長懇談会 総務部総務課長 1999/4/1 30年 2029/3/31 紙 秘書室内 総務部総務課長 移管

1999年度 秘書 会議 文部省国立大学学長会議，事務局長会議　平成11年 総務部総務課長 2000/4/1 30年 2030/3/31 紙 秘書室内 総務部総務課長 移管

1998年度 秘書 会議 文部省国立大学学長会議，事務局長会議（平成10年度） 総務部総務課長 1999/4/1 30年 2029/3/31 紙 秘書室内 総務部総務課長 移管

2000年度 秘書 会議 文部省国立大学長懇談会 総務部総務課長 2001/4/1 30年 2031/3/31 紙 秘書室内 総務部総務課長 移管

2005年度 秘書 国大協 社団法人国立大学協会東海・北陸地区支部会議　平成17年度 総務部総務課長 2006/4/1 20年 2026/3/31 紙 秘書室内 総務部総務課長 廃棄

2006年度 秘書 国大協 社団法人国立大学協会東海・北陸地区支部会議　平成18年度 総務部総務課長 2007/4/1 20年 2027/3/31 紙 秘書室内 総務部総務課長 廃棄

2008年度 秘書 国大協 社団法人国立大学協会東海・北陸地区支部会議　平成20・21年度 総務部総務課長 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 秘書室内 総務部総務課長 廃棄

2010年度 秘書 国大協 社団法人国立大学協会東海・北陸地区支部会議　平成22年度 総務部総務課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 秘書室内 総務部総務課長 廃棄

2011年度 秘書 国大協 社団法人国立大学協会東海・北陸地区支部会議　平成23年度 総務部総務課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 秘書室内 総務部総務課長 廃棄

2014年度 秘書 国大協 社団法人国立大学協会東海・北陸地区支部会議　平成26年度 総務部総務課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 秘書室内 総務部総務課長 廃棄

2015年度 秘書 国大協 社団法人国立大学協会東海・北陸地区支部会議　平成27年度① 総務部総務課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 秘書室内 総務部総務課長 廃棄

2015年度 秘書 国大協 社団法人国立大学協会東海・北陸地区支部会議　平成27年度② 総務部総務課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 秘書室内 総務部総務課長 廃棄

2016年度 秘書 国大協 社団法人国立大学協会東海・北陸地区支部会議　平成28年度 総務部総務課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 秘書室内 総務部総務課長 廃棄

2017年度 秘書 国大協 社団法人国立大学協会東海・北陸地区支部会議　平成29年度 総務部総務課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 秘書室内 総務部総務課長 廃棄

2018年度 秘書 国大協 社団法人国立大学協会東海・北陸地区支部会議　平成30年度 総務部総務課長 2019/4/1 10年 2024/3/31 紙 秘書室内 総務部総務課長 廃棄

2014年度 秘書 服務 出張命令簿（総長・局長）　平成25年度 総務部総務課長 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 秘書室内 総務部総務課長 廃棄

2015年度 秘書 服務 出張命令簿（総長・局長）　平成27年度 総務部総務課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 秘書室内 総務部総務課長 廃棄

2016年度 秘書 服務 出張命令簿（総長・局長）　平成28年度 総務部総務課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 秘書室内 総務部総務課長 廃棄

2014年度 秘書 服務 出張命令簿（理事・副総長他）　平成26年度 総務部総務課長 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 秘書室内 総務部総務課長 廃棄

2015年度 秘書 服務 出張命令簿（理事・副総長他）　平成27年度① 総務部総務課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 秘書室内 総務部総務課長 廃棄

2015年度 秘書 服務 出張命令簿（理事・副総長他）　平成27年度② 総務部総務課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 秘書室内 総務部総務課長 廃棄

2016年度 秘書 服務 出張命令簿（理事・副総長他）　平成28年度① 総務部総務課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 秘書室内 総務部総務課長 廃棄

2016年度 秘書 服務 出張命令簿（理事・副総長他）　平成28年度② 総務部総務課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 秘書室内 総務部総務課長 廃棄

2017年度 秘書 服務 出張命令簿（理事・副総長他）　平成29年度① 総務部総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 秘書室内 総務部総務課長 廃棄

2017年度 秘書 服務 出張命令簿（理事・副総長他）　平成29年度② 総務部総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 秘書室内 総務部総務課長 廃棄

2018年度 秘書 服務 出張命令簿（理事・副総長他）　平成30年度① 総務部総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 秘書室内 総務部総務課長 廃棄

2018年度 秘書 服務 出張命令簿（理事・副総長他）　平成30年度② 総務部総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 秘書室内 総務部総務課長 廃棄

2004年度 秘書 会議 平成16～24年度　東海・北陸地区国立大学法人事務局長等会議 総務部総務課長 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 秘書室内 総務部総務課長 移管

2004年度 秘書 会議 平成16～24年度　七国立大学事務担当理事会議 総務部総務課長 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 秘書室内 総務部総務課長 移管

2014年度 防災 会議 平成26年度防災推進本部会議 総務課防災危機管理係 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 移管

2015年度 防災 会議 平成27年度防災推進本部会議 総務課防災危機管理係 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 移管

2016年度 防災 会議 平成28年度防災推進本部会議 総務課防災危機管理係 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 移管

2017年度 防災 会議 平成29年度防災推進本部会議 総務課防災危機管理係 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 移管

2018年度 防災 会議 平成30年度防災推進本部会議 総務課防災危機管理係 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 移管

2014年度 防災 会議 平成26年度災害対策専門委員会 総務課防災危機管理係 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 移管

2015年度 防災 会議 平成27年度災害対策専門委員会 総務課防災危機管理係 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 移管

2016年度 防災 会議 平成28年度災害対策専門委員会（休止） 総務課防災危機管理係 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 移管

2014年度 防災 計画 平成26年度防災計画（訓練等） 総務課防災危機管理係 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 移管

2015年度 防災 計画 平成27年度防災計画（訓練等） 総務課防災危機管理係 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 移管

2016年度 防災 計画 平成28年度防災計画（訓練等） 総務課防災危機管理係 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 移管
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2017年度 防災 計画 平成29年度防災計画（訓練等） 総務課防災危機管理係 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 移管

2018年度 防災 計画 平成30年度防災計画（訓練等） 総務課防災危機管理係 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 総務課室内 総務部総務課長 移管

2004年度 法務 記録 訟務室会議記録 法務室長 2005/4/1 15年 2020/3/31 紙 法務室 総務部総務課長 廃棄

2004年度 法務 その他 法務室経費関係綴No.1（平成16年度～平成20年度） 法務室長 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 法務室 総務部総務課長 廃棄

2004年度 法務 記録 訟務室相談記録 法務室長 2005/4/1 15年 2020/3/31 紙 法務室 総務部総務課長 廃棄

2004年度 法務 記録 法務室会議記録　H16 法務室長 2006/4/1 15年 2021/3/31 紙 法務室 総務部総務課長 廃棄

2004年度 法務 記録 法務室相談記録　H16-01 法務室長 2006/4/1 15年 2021/3/31 紙 法務室 総務部総務課長 廃棄

2004年度 法務 記録 法務室相談記録　H16-02 法務室長 2006/4/1 15年 2021/3/31 紙 法務室 総務部総務課長 廃棄

2004年度 法務 記録 法務室相談記録　H16-03 法務室長 2006/4/1 15年 2021/3/31 紙 法務室 総務部総務課長 廃棄

2005年度 法務 その他 法務室弁護士経費関係綴No.1（平成17年度～平成19年12月） 法務室長 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 法務室 総務部総務課長 廃棄

2005年度 法務 記録 法務室会議記録　H17 法務室長 2007/4/1 20年 2027/3/31 紙 法務室 総務部総務課長 廃棄

2005年度 法務 記録 法務室相談記録　H17-01 法務室長 2007/4/1 20年 2027/3/31 紙 法務室 総務部総務課長 廃棄

2005年度 法務 記録 法務室相談記録　H17-02 法務室長 2007/4/1 20年 2027/3/31 紙 法務室 総務部総務課長 廃棄

2005年度 法務 記録 法務室相談記録　H17-03 法務室長 2007/4/1 20年 2027/3/31 紙 法務室 総務部総務課長 廃棄

2005年度 法務 記録 法務室相談記録　H17-04 法務室長 2007/4/1 20年 2027/3/31 紙 法務室 総務部総務課長 廃棄

2006年度 法務 記録 法務室会議記録　H18 法務室長 2008/4/1 20年 2028/3/31 紙 法務室 総務部総務課長 廃棄

2006年度 法務 記録 法務室相談記録　H18-01 法務室長 2008/4/1 20年 2028/3/31 紙 法務室 総務部総務課長 廃棄

2006年度 法務 記録 法務室相談記録　H18-02 法務室長 2008/4/1 20年 2028/3/31 紙 法務室 総務部総務課長 廃棄

2007年度 法務 記録 法務室会議記録　H19 法務室長 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 法務室 総務部総務課長 廃棄

2007年度 法務 記録 法務室相談記録　H19-01 法務室長 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 法務室 総務部総務課長 廃棄

2007年度 法務 記録 法務室相談記録　H19-02 法務室長 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 法務室 総務部総務課長 廃棄

2007年度 法務 記録 法務室相談記録　H19-03 法務室長 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 法務室 総務部総務課長 廃棄

2007年度 法務 その他 法務室弁護士経費関係綴No.2（平成20年1月～） 法務室長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 法務室 総務部総務課長 廃棄

2008年度 法務 記録 法務室会議記録　H20 法務室長 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 法務室 総務部総務課長 廃棄

2008年度 法務 記録 法務室相談記録　H20-01 法務室長 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 法務室 総務部総務課長 廃棄

2008年度 法務 記録 法務室相談記録　H20-02 法務室長 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 法務室 総務部総務課長 廃棄

2008年度 法務 記録 法務室相談記録　H20-03 法務室長 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 法務室 総務部総務課長 廃棄

2008年度 法務 記録 法務室相談記録　H20-04 法務室長 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 法務室 総務部総務課長 廃棄

2008年度 法務 訴訟等書類 訴訟資料（医）02 法務室長 2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 法務室 総務部総務課長 廃棄

2008年度 法務 訴訟等書類 訴訟資料05 法務室長 2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 法務室 総務部総務課長 廃棄

2008年度 法務 訴訟等書類 訴訟資料01-01 法務室長 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 法務室 総務部総務課長 廃棄

2008年度 法務 訴訟等書類 訴訟資料01-02 法務室長 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 法務室 総務部総務課長 廃棄

2008年度 法務 訴訟等書類 訴訟資料01-03 法務室長 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 法務室 総務部総務課長 廃棄

2008年度 法務 訴訟等書類 訴訟資料01-04 法務室長 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 法務室 総務部総務課長 廃棄

2008年度 法務 訴訟等書類 訴訟資料01-05 法務室長 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 法務室 総務部総務課長 廃棄

2008年度 法務 訴訟等書類 訴訟資料01-06 法務室長 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 法務室 総務部総務課長 廃棄

2008年度 法務 訴訟等書類 訴訟資料01-07 法務室長 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 法務室 総務部総務課長 廃棄

2008年度 法務 訴訟等書類 訴訟資料01-08 法務室長 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 法務室 総務部総務課長 廃棄

2008年度 法務 訴訟等書類 訴訟資料01-09 法務室長 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 法務室 総務部総務課長 廃棄

2008年度 法務 訴訟等書類 訴訟資料01-10 法務室長 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 法務室 総務部総務課長 廃棄

2008年度 法務 訴訟等書類 訴訟資料01-11 法務室長 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 法務室 総務部総務課長 廃棄

2008年度 法務 訴訟等書類 訴訟資料01-12 法務室長 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 法務室 総務部総務課長 廃棄
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2008年度 法務 訴訟等書類 訴訟資料04-01 法務室長 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 法務室 総務部総務課長 廃棄

2008年度 法務 訴訟等書類 訴訟資料04-02 法務室長 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 法務室 総務部総務課長 廃棄

2008年度 法務 訴訟等書類 訴訟資料04-03 法務室長 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 法務室 総務部総務課長 廃棄

2008年度 法務 訴訟等書類 訴訟資料04-04 法務室長 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 法務室 総務部総務課長 廃棄

2008年度 法務 訴訟等書類 訴訟資料04-05 法務室長 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 法務室 総務部総務課長 廃棄

2008年度 法務 訴訟等書類 訴訟資料04-06 法務室長 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 法務室 総務部総務課長 廃棄

2008年度 法務 訴訟等書類 訴訟資料04-07 法務室長 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 法務室 総務部総務課長 廃棄

2008年度 法務 訴訟等書類 訴訟資料08 法務室長 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 法務室 総務部総務課長 廃棄

2008年度 法務 訴訟等書類 医事関係資料No.1 法務室長 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 法務室 総務部総務課長 廃棄

2008年度 法務 訴訟等書類 訴訟資料（医）03-01 法務室長 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 法務室 総務部総務課長 廃棄

2008年度 法務 訴訟等書類 訴訟資料（医）03-02 法務室長 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 法務室 総務部総務課長 廃棄

2008年度 法務 訴訟等書類 訴訟資料02-01 法務室長 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 法務室 総務部総務課長 廃棄

2008年度 法務 訴訟等書類 訴訟資料02-02 法務室長 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 法務室 総務部総務課長 廃棄

2008年度 法務 訴訟等書類 訴訟資料02-03 法務室長 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 法務室 総務部総務課長 廃棄

2008年度 法務 訴訟等書類 訴訟資料02-04 法務室長 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 法務室 総務部総務課長 廃棄

2008年度 法務 訴訟等書類 訴訟資料02-05 法務室長 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 法務室 総務部総務課長 廃棄

2008年度 法務 訴訟等書類 訴訟資料02-06 法務室長 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 法務室 総務部総務課長 廃棄

2008年度 法務 訴訟等書類 訴訟資料02-07 法務室長 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 法務室 総務部総務課長 廃棄

2008年度 法務 訴訟等書類 訴訟資料02-08 法務室長 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 法務室 総務部総務課長 廃棄

2008年度 法務 訴訟等書類 訴訟資料02-09 法務室長 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 法務室 総務部総務課長 廃棄

2008年度 法務 訴訟等書類 訴訟資料02-10 法務室長 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 法務室 総務部総務課長 廃棄

2008年度 法務 訴訟等書類 訴訟資料02-11 法務室長 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 法務室 総務部総務課長 廃棄

2008年度 法務 訴訟等書類 訴訟資料02-12 法務室長 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 法務室 総務部総務課長 廃棄

2009年度 法務 記録 法務室会議記録　H21 法務室長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 法務室 総務部総務課長 廃棄

2009年度 法務 記録 法務室相談記録　H21-01 法務室長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 法務室 総務部総務課長 廃棄

2009年度 法務 記録 法務室相談記録　H21-02 法務室長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 法務室 総務部総務課長 廃棄

2009年度 法務 記録 法務室相談記録　H21-03 法務室長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 法務室 総務部総務課長 廃棄

2009年度 法務 その他 法務室経費関係綴No.2（平成21年度～） 法務室長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 法務室 総務部総務課長 廃棄

2009年度 法務 訴訟等書類 訴訟資料02-13 法務室長 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 法務室 総務部総務課長 廃棄

2009年度 法務 訴訟等書類 訴訟資料02-14 法務室長 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 法務室 総務部総務課長 廃棄

2009年度 法務 訴訟等書類 訴訟資料02-15 法務室長 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 法務室 総務部総務課長 廃棄

2009年度 法務 訴訟等書類 訴訟資料02-16 法務室長 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 法務室 総務部総務課長 廃棄

2009年度 法務 訴訟等書類 訴訟資料02-17 法務室長 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 法務室 総務部総務課長 廃棄

2009年度 法務 訴訟等書類 訴訟資料02-18 法務室長 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 法務室 総務部総務課長 廃棄

2009年度 法務 訴訟等書類 訴訟資料02-19 法務室長 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 法務室 総務部総務課長 廃棄

2009年度 法務 訴訟等書類 訴訟資料02-20 法務室長 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 法務室 総務部総務課長 廃棄

2009年度 法務 訴訟等書類 訴訟資料02-21 法務室長 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 法務室 総務部総務課長 廃棄

2009年度 法務 訴訟等書類 訴訟資料03 法務室長 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 法務室 総務部総務課長 廃棄

2009年度 法務 訴訟等書類 訴訟資料06-01 法務室長 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 法務室 総務部総務課長 廃棄

2010年度 法務 記録 法務室会議記録　H22 法務室長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 法務室 総務部総務課長 廃棄

2010年度 法務 記録 法務室相談記録　H22-01 法務室長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 法務室 総務部総務課長 廃棄

2010年度 法務 記録 法務室相談記録　H22-02 法務室長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 法務室 総務部総務課長 廃棄
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2010年度 法務 記録 法務室相談記録　H22-03 法務室長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 法務室 総務部総務課長 廃棄

2010年度 法務 訴訟等書類 訴訟資料06-02 法務室長 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 法務室 総務部総務課長 廃棄

2010年度 法務 訴訟等書類 訴訟資料06-03 法務室長 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 法務室 総務部総務課長 廃棄

2010年度 法務 訴訟等書類 訴訟資料06-04 法務室長 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 法務室 総務部総務課長 廃棄

2010年度 法務 訴訟等書類 訴訟資料06-05 法務室長 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 法務室 総務部総務課長 廃棄

2010年度 法務 訴訟等書類 訴訟資料10-01 法務室長 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 法務室 総務部総務課長 廃棄

2010年度 法務 訴訟等書類 訴訟資料10-02 法務室長 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 法務室 総務部総務課長 廃棄

2011年度 法務 記録 法務室会議記録　H23 法務室長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 法務室 総務部総務課長 廃棄

2011年度 法務 記録 法務室相談記録　H23-01 法務室長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 法務室 総務部総務課長 廃棄

2011年度 法務 記録 法務室相談記録　H23-02 法務室長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 法務室 総務部総務課長 廃棄

2011年度 法務 訴訟等書類 訴訟資料（医）01-01 法務室長 2010/4/1 30年 2040/3/31 紙 法務室 総務部総務課長 廃棄

2011年度 法務 訴訟等書類 訴訟資料（医）01-02 法務室長 2010/4/1 30年 2040/3/31 紙 法務室 総務部総務課長 廃棄

2011年度 法務 訴訟等書類 訴訟資料09-01 法務室長 2010/4/1 30年 2040/3/31 紙 法務室 総務部総務課長 廃棄

2011年度 法務 訴訟等書類 訴訟資料09-02 法務室長 2010/4/1 30年 2040/3/31 紙 法務室 総務部総務課長 廃棄

2011年度 法務 訴訟等書類 訴訟資料11 法務室長 2010/4/1 30年 2040/3/31 紙 法務室 総務部総務課長 廃棄

2011年度 法務 訴訟等書類 訴訟資料（医）05 法務室長 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙 法務室 総務部総務課長 廃棄

2011年度 法務 訴訟等書類 訴訟資料（医）06 法務室長 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙 法務室 総務部総務課長 廃棄

2011年度 法務 訴訟等書類 訴訟資料（医）11 法務室長 2014/4/1 30年 2042/3/31 紙 法務室 総務部総務課長 廃棄

2011年度 法務 訴訟等書類 医事関係資料No.2 法務室長 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 法務室 総務部総務課長 廃棄

2011年度 法務 訴訟等書類 証拠保全関係資料 法務室長 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 法務室 総務部総務課長 廃棄

2011年度 法務 訴訟等書類 訴訟資料（医）04 法務室長 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 法務室 総務部総務課長 廃棄

2011年度 法務 訴訟等書類 訴訟資料（医）07 法務室長 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 法務室 総務部総務課長 廃棄

2011年度 法務 訴訟等書類 訴訟資料（医）08 法務室長 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 法務室 総務部総務課長 廃棄

2011年度 法務 訴訟等書類 訴訟資料（医）09-01 法務室長 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 法務室 総務部総務課長 廃棄

2011年度 法務 訴訟等書類 訴訟資料（医）09-02 法務室長 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 法務室 総務部総務課長 廃棄

2011年度 法務 訴訟等書類 訴訟資料（医）09-03 法務室長 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 法務室 総務部総務課長 廃棄

2011年度 法務 訴訟等書類 訴訟資料（医）10 法務室長 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 法務室 総務部総務課長 廃棄

2011年度 法務 訴訟等書類 訴訟資料07-01 法務室長 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 法務室 総務部総務課長 廃棄

2011年度 法務 訴訟等書類 訴訟資料07-02 法務室長 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 法務室 総務部総務課長 廃棄

2011年度 法務 訴訟等書類 訴訟資料12-01 法務室長 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 法務室 総務部総務課長 廃棄

2011年度 法務 訴訟等書類 訴訟資料12-02 法務室長 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 法務室 総務部総務課長 廃棄

2012年度 法務 その他 法務室弁護士経費関係綴No.3（平成24年度～） 法務室長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 法務室 総務部総務課長 廃棄

2012年度 法務 記録 法務室会議記録　H24 法務室長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 法務室 総務部総務課長 廃棄

2012年度 法務 記録 法務室相談記録　H24-01 法務室長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 法務室 総務部総務課長 廃棄

2012年度 法務 記録 法務室相談記録　H24-02 法務室長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 法務室 総務部総務課長 廃棄

2012年度 法務 訴訟等書類 訴訟資料（医）07-02 法務室長 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 法務室 総務部総務課長 廃棄

2012年度 法務 訴訟等書類 訴訟資料（医）17 法務室長 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 法務室 総務部総務課長 廃棄

2012年度 法務 訴訟等書類 訴訟資料（医）14 法務室長 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 法務室 総務部総務課長 廃棄

2012年度 法務 訴訟等書類 訴訟資料（医）16 法務室長 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 法務室 総務部総務課長 廃棄

2012年度 法務 訴訟等書類 訴訟資料（医）13 法務室長 2016/4/1 30年 2046/4/1 紙 法務室 総務部総務課長 廃棄

2012年度 法務 訴訟等書類 訴訟資料（医）15 法務室長 2016/4/1 30年 2046/4/1 紙 法務室 総務部総務課長 廃棄

2012年度 法務 訴訟等書類 訴訟資料（医）12 法務室長 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 法務室 総務部総務課長 廃棄
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2012年度 法務 訴訟等書類 訴訟資料（医）09-04 法務室長 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 法務室 総務部総務課長 廃棄

2013年度 法務 その他 法務室経費関係綴No.3（平成25年度～） 法務室長 2014/4/1 8年 2022/3/31 紙 法務室 総務部総務課長 廃棄

2013年度 法務 記録 法務室会議記録　H25 法務室長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 法務室 総務部総務課長 廃棄

2013年度 法務 記録 法務室相談記録　H25-01 法務室長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 法務室 総務部総務課長 廃棄

2013年度 法務 記録 法務室相談記録　H25-02 法務室長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 法務室 総務部総務課長 廃棄

2013年度 法務 その他 参与関係綴（H２５年度～H２９年度） 総務部総務課 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 法務室 総務部総務課長 廃棄

2013年度 法務 訴訟等書類 医療関係資料 法務室長 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 法務室 総務部総務課長 廃棄

2014年度 法務 記録 法務室会議記録　H26 法務室長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 法務室 総務部総務課長 廃棄

2014年度 法務 記録 法務室相談記録　H26-01 法務室長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 法務室 総務部総務課長 廃棄

2014年度 法務 記録 法務室相談記録　H26-02 法務室長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 法務室 総務部総務課長 廃棄

2014年度 法務 訴訟等書類 訴訟資料（医）20 法務室長 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 法務室 総務部総務課長 廃棄

2014年度 法務 訴訟等書類 訴訟資料（医）（あっせん・仲裁）18,19, 22, 26 法務室長 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 法務室 総務部総務課長 廃棄

2014年度 法務 訴訟等書類 訴訟資料14 法務室長 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 法務室 総務部総務課長 廃棄

2015年度 法務 記録 法務室会議記録　H27 法務室長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 法務室 総務部総務課長 廃棄

2015年度 法務 記録 法務室相談記録　H27-01 法務室長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 法務室 総務部総務課長 廃棄

2015年度 法務 記録 法務室相談記録　H27-02 法務室長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 法務室 総務部総務課長 廃棄

2015年度 法務 訴訟等書類 訴訟資料17 法務室長 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 法務室 総務部総務課長 廃棄

2015年度 法務 訴訟等書類 訴訟資料15 法務室長 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 法務室 総務部総務課長 廃棄

2015年度 法務 訴訟等書類 訴訟資料（医）21 法務室長 未定 30年 ------ 紙 法務室 総務部総務課長 廃棄

2016年度 法務 記録 法務室相談記録　H28-01 法務室長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 法務室 総務部総務課長 廃棄

2016年度 法務 記録 法務室相談記録　H28-02 法務室長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 法務室 総務部総務課長 廃棄

2016年度 法務 記録 法務室会議記録　H28 法務室長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 法務室 総務部総務課長 廃棄

2016年度 法務 訴訟等書類 訴訟資料（医）23・24 法務室長 2019/4/1 30年 2049/3/31 紙 法務室 総務部総務課長 廃棄

2016年度 法務 その他 参事関係綴（H２８年度～） 法務室長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 法務室 総務部総務課長 廃棄

2017年度 法務 その他 法務室経費関係綴No.4（平成29年度～） 法務室長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 法務室 総務部総務課長 廃棄

2017年度 法務 記録 法務室相談記録　H29-01 法務室長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 法務室 総務部総務課長 廃棄

2017年度 法務 記録 法務室相談記録　H29-02 法務室長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 法務室 総務部総務課長 廃棄

2017年度 法務 記録 法務室会議記録　H29 法務室長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 法務室 総務部総務課長 廃棄

2017年度 法務 訴訟等書類 訴訟資料（医）（調停）25 法務室長 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 法務室 総務部総務課長 廃棄

2018年度 法務 その他 参与関係綴（H30年度） 総務部総務課 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 法務室 総務部総務課長 廃棄

2018年度 法務 記録 法務室相談記録　H30 法務室長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 法務室 総務部総務課長 廃棄

2018年度 法務 訴訟等書類 訴訟資料（医）27 法務室長 2019/4/1 30年 2049/3/31 紙 法務室 総務部総務課長 廃棄

2018年度 法務 訴訟等書類 訴訟資料（医）28 法務室長 未定 30年 ------ 紙 法務室 総務部総務課長 廃棄

2018年度 法務 訴訟等書類 訴訟資料（医）29 法務室長 未定 30年 ------ 紙 法務室 総務部総務課長 廃棄

2018年度 法務 訴訟等書類 訴訟資料18・19 法務室長 未定 30年 ------ 紙 法務室 総務部総務課長 廃棄

2018年度 法務 訴訟等書類 訴訟資料20 法務室長 未定 30年 ------ 紙 法務室 総務部総務課長 廃棄

2018年度 法務 訴訟等書類 訴訟資料21 法務室長 未定 30年 ------ 紙 法務室 総務部総務課長 廃棄

2011年度
大学文書資
料室

受贈
個人からの受贈・借用資料関係書類綴　1996(平成8)年度～2011(平
23)年度

総務部総務課長 2012/4/1 5年 2022/3/31 紙 大学文書資料室内 総務部総務課長 廃棄

2011年度
大学文書資
料室

照会 照会記録　2011(平成23)年度 総務部総務課長 2012/4/1 5年 2022/3/31 紙 大学文書資料室内 総務部総務課長 廃棄

2006年度
大学文書資
料室

照会 照会記録　2006(平成18)年度 総務部総務課長 2007/4/1 10年 2022/3/31 紙 大学文書資料室内 総務部総務課長 廃棄

2005年度
大学文書資
料室

照会 照会記録　2005(平成17)年度 総務企画部総務広報課長 2006/4/1 11年 2022/3/31 紙 大学文書資料室内 総務部総務課長 廃棄

2004年度
大学文書資
料室

照会 照会記録　2004(平成16)年度 総務企画部総務広報課長 2005/4/1 12年 2022/3/31 紙 大学文書資料室内 総務部総務課長 廃棄
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2003年度
大学文書資
料室

ワークショップ 第3回大学史資料室ワークショップ関係綴　2003(平15)年度 総務課総務課長 2004/4/1 13年 2022/3/31 紙 大学文書資料室内 総務部総務課長 廃棄

2003年度
大学文書資
料室

照会 照会記録　2002(平成14)～2003(平成15)年度 総務課総務課長 2004/4/1 13年 2022/3/31 紙 大学文書資料室内 総務部総務課長 廃棄

2002年度
大学文書資
料室

ワークショップ 第1回大学史資料室ワークショップ関係綴　2002(平14)年度 総務課総務課長 2003/4/1 14年 2022/3/31 紙 大学文書資料室内 総務部総務課長 廃棄

2002年度
大学文書資
料室

ワークショップ 第2回大学史資料室ワークショップ関係綴　2002(平14)年度 総務課総務課長 2003/4/1 14年 2022/3/31 紙 大学文書資料室内 総務部総務課長 廃棄

2002年度
大学文書資
料室

展示
第4回名古屋大学博物館特別展-名帝大けふ誕生 初代総長渋沢元治
とその時代-関係綴　2001(平13)年度

総務課総務課長 2003/4/1 14年 2022/3/31 紙 大学文書資料室内 総務部総務課長 廃棄

2002年度
大学文書資
料室

展示
名古屋大学国際フォーラム特別展示-名古屋大学の軌跡-関係綴
2002(平14)年度

総務課総務課長 2003/4/1 14年 2022/3/31 紙 大学文書資料室内 総務部総務課長 廃棄

2001年度
大学文書資
料室

シンポジウム
大学史資料室公開シンポジウム-開かれた大学とこれからの文書資料
管理・情報公開-関係綴

総務部総務課長 2002/4/1 15年 2022/3/31 紙 大学文書資料室内 総務部総務課長 廃棄

2001年度
大学文書資
料室

照会 照会記録　2000(平成12)～2001(平成13)年度 総務部総務課長 2002/4/1 15年 2022/3/31 紙 大学文書資料室内 総務部総務課長 廃棄

1999年度
大学文書資
料室

照会 照会記録　1998(平成10)～1999(平成11)年度 総務部総務課長 2000/4/1 17年 2022/3/31 紙 大学文書資料室内 総務部総務課長 廃棄

1997年度
大学文書資
料室

照会 照会記録　1996(平成8)～1997(平成9)年度 総務部総務課長 1998/4/1 19年 2022/3/31 紙 大学文書資料室内 総務部総務課長 廃棄

2012年度
大学文書資
料室

照会 照会記録　2012(平成24)年度 総務部総務課長 2013/4/1 5年 2023/3/31 紙 大学文書資料室内 総務部総務課長 廃棄

2007年度
大学文書資
料室

照会 照会記録　2007(平成19)年度 総務部総務課長 2008/4/1 10年 2023/3/31 紙 大学文書資料室内 総務部総務課長 廃棄

2007年度
大学文書資
料室

申請 閲覧申込み・複写(撮影)申請・貸出申請綴　2007(平成19)年度 総務部総務課長 2008/4/1 10年 2023/3/31 紙 大学文書資料室内 総務部総務課長 廃棄

2009年度
大学文書資
料室

申請 閲覧申込み・複写(撮影)申請・貸出申請綴　2009(平成21)年度 総務部総務課長 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 大学文書資料室内 総務部総務課長 廃棄

2010年度
大学文書資
料室

会議 将来構想専門委員会関係綴　No.1　2001年4月～2011年3月 総務部総務課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 大学文書資料室内 総務部総務課長 移管

2010年度
大学文書資
料室

申請 閲覧申込み・複写(撮影)申請・貸出申請綴　2010(平成22)年度 総務部総務課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 大学文書資料室内 総務部総務課長 廃棄

2010年度
大学文書資
料室

文書管理 文書管理アドバイザリーサービス完成図書　平成22年度 総務部総務課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 大学文書資料室内 総務部総務課長 廃棄

2011年度
大学文書資
料室

会議 紀要編集専門委員会関係綴　No.1　1996年4月～2012年3月 総務部総務課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 大学文書資料室内 総務部総務課長 移管

2011年度
大学文書資
料室

研究 核融合アーカイブズ共同研究　2005/1/5～2012/3/31 総務部総務課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 大学文書資料室内 総務部総務課長 廃棄

2011年度
大学文書資
料室

申請
他機関への申請書(撮影・掲載・借用許可など) 他機関からの許可書
1995年度～2011年度

総務部総務課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 大学文書資料室内 総務部総務課長 廃棄

2011年度
大学文書資
料室

申請 特定歴史公文書等利用請求・貸出申請綴　2011(平成23)年度 総務部総務課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 大学文書資料室内 総務部総務課長 廃棄

2001年度
大学文書資
料室

会議
共同教育研究施設地区運営委員会関係綴　No.1　1998年10月～2002
年3月

総務部総務課長 2002/4/1 20年 2022/3/31 紙 大学文書資料室内 総務部総務課長 廃棄

2012年度
大学文書資
料室

その他 大学文書資料室関係新聞記事　2001年度～2012年度 総務部総務課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 大学文書資料室内 総務部総務課長 廃棄

2012年度
大学文書資
料室

申請 特定歴史公文書等利用請求・貸出申請綴　2012(平成24)年度 総務部総務課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 大学文書資料室内 総務部総務課長 廃棄

2002年度
大学文書資
料室

申請
撮影・掲載許可申請書および許可書(資料室から他機関へ申請)　2000
～2002年度

総務部総務課長 2003/4/1 20年 2023/3/31 紙 大学文書資料室内 総務部総務課長 廃棄

2012年度
大学文書資
料室

予算 シンポジウム講演者謝金関係書類 総務部総務課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 大学文書資料室内 総務部総務課長 廃棄

2012年度
大学文書資
料室

予算 資産管理票(資料室経費、基盤的経費)　2012年度 総務部総務課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 大学文書資料室内 総務部総務課長 廃棄

2012年度
大学文書資
料室

服務 図書等の取扱についての覚書(大学文書資料室・附属図書館) 総務部総務課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 大学文書資料室内 総務部総務課長 廃棄

2012年度
大学文書資
料室

セミナー 公文書管理法制セミナー　’12年6月25日 総務部総務課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 大学文書資料室内 総務部総務課長 廃棄

2012年度
大学文書資
料室

シンポジウム 史料保存利用問題シンポジウム　’12年6月23日 総務部総務課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 大学文書資料室内 総務部総務課長 廃棄

2012年度
大学文書資
料室

研修 平成24年度アーカイブズ研修Ⅰ　’12年9月3日～7日 総務部総務課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 大学文書資料室内 総務部総務課長 廃棄

2012年度
大学文書資
料室

その他 国立公文書館関係綴　2012(平24)年度 総務部総務課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 大学文書資料室内 総務部総務課長 廃棄

2002年度
大学文書資
料室

会議 組織改革検討委員会関係綴　2001/10～2003/3 総務部総務課長 2003/4/1 20年 2023/3/31 紙 大学文書資料室内 総務部総務課長 廃棄

1999年度
大学文書資
料室

会議 名古屋大学史資料委員会関係綴　No.1　1996年4月～2000年3月 総務課総務課長 2000/4/1 30年 2030/3/31 紙 大学文書資料室内 総務部総務課長 移管

2000年度
大学文書資
料室

会議 名古屋大学史資料委員会関係綴　No.2　2000年4月～2001年3月 総務課総務課長 2001/4/1 30年 2031/3/31 紙 大学文書資料室内 総務部総務課長 移管

2002年度
大学文書資
料室

著作権 紀要著作権承認確認書　2002(平14)年度 総務部総務課長 2003/4/1 無期限   ------- 紙 大学文書資料室内 総務部総務課長 移管

2003年度
大学文書資
料室

会議 大学史資料室協議委員会関係綴　2001年4月～2004年3月 総務部総務課長 2004/4/1 30年 2034/3/31 紙 大学文書資料室内 総務部総務課長 移管

2010年度
大学文書資
料室

会議
名古屋大学大学文書資料室運営委員会関係綴　2004年4月～2011年
3月

総務部総務課長 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙 大学文書資料室内 総務部総務課長 移管

2012年度
大学文書資
料室

服務 図書使用簿　2012(平24)年度 総務部総務課長 2013/4/1 無期限   ------- 紙 大学文書資料室内 総務部総務課長 移管

1994～5年度
大学史編集
室

会議 大学史編集室　1995　No.1 庶務部庶務課長 1996/4/1 30年 2026/3/31 紙 大学文書資料室内 総務部総務課長 移管

1994年度
大学史編集
室

会議 大学史編集室　No.1　1994 庶務部庶務課長 1995/4/1 30年 2025/3/31 紙 大学文書資料室内 総務部総務課長 移管

1995年度
大学史編集
室

会議 大学史編集室　1995　No.2 庶務部庶務課長 1996/4/1 30年 2026/3/31 紙 大学文書資料室内 総務部総務課長 移管
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1996年度
名古屋大学
史資料室

会議 名古屋大学史資料室　No.1　一九九六年度 総務部総務課長 1997/4/1 30年 2027/3/31 紙 大学文書資料室内 総務部総務課長 移管

1996年度
名古屋大学
史資料室

会議 名古屋大学史資料室　No.2　一九九六年度 総務部総務課長 1997/4/1 30年 2027/3/31 紙 大学文書資料室内 総務部総務課長 移管

1997年度
名古屋大学
史資料室

会議 名古屋大学史資料室　No.1　一九九七年度 総務部総務課長 1998/4/1 30年 2028/3/31 紙 大学文書資料室内 総務部総務課長 移管

1997年度
名古屋大学
史資料室

会議 名古屋大学史資料室　No.2　一九九七年度 総務部総務課長 1998/4/1 30年 2028/3/31 紙 大学文書資料室内 総務部総務課長 移管

1998年度
名古屋大学
史資料室

会議 名古屋大学史資料室　No.1　一九九八年度 総務部総務課長 1999/4/1 30年 2029/3/31 紙 大学文書資料室内 総務部総務課長 移管

1998年度
名古屋大学
史資料室

会議 名古屋大学史資料室　No.2　一九九八年度 総務部総務課長 1999/4/1 30年 2029/3/31 紙 大学文書資料室内 総務部総務課長 移管

1999年度
名古屋大学
史資料室

会議 名古屋大学史資料室　No.1　一九九九年度 総務部総務課長 2000/4/1 30年 2030/3/31 紙 大学文書資料室内 総務部総務課長 移管

2000年度
名古屋大学
史資料室

会議 名古屋大学史資料室　二〇〇〇年度　No.1 総務部総務課長 2001/4/1 30年 2031/3/31 紙 大学文書資料室内 総務部総務課長 移管

2000年度
名古屋大学
史資料室

会議 名古屋大学史資料室　二〇〇〇年度　No.2 総務部総務課長 2001/4/1 30年 2031/3/31 紙 大学文書資料室内 総務部総務課長 移管

2000年度
名古屋大学
史資料室

会議 名古屋大学史資料室　二〇〇〇年度　No.3 総務部総務課長 2001/4/1 30年 2031/3/31 紙 大学文書資料室内 総務部総務課長 移管

2001年度
大学史資料
室

会議 大学史資料室　二〇〇一年度　No.1 総務部総務課長 2002/4/1 30年 2032/3/31 紙 大学文書資料室内 総務部総務課長 移管

2001年度
大学史資料
室

会議 大学史資料室　二〇〇一年度　No.2 総務部総務課長 2002/4/1 30年 2032/3/31 紙 大学文書資料室内 総務部総務課長 移管

2001年度
大学史資料
室

会議 大学史資料室　二〇〇一年度　No.3 総務部総務課長 2002/4/1 30年 2032/3/31 紙 大学文書資料室内 総務部総務課長 移管

2001年度
大学史資料
室

会議 大学史資料室　二〇〇一年度　No.4 総務部総務課長 2002/4/1 30年 2032/3/31 紙 大学文書資料室内 総務部総務課長 移管

2002年度
大学史資料
室

会議 大学史資料室　二〇〇二年度　No.1 総務部総務課長 2003/4/1 30年 2033/3/31 紙 大学文書資料室内 総務部総務課長 移管

2002年度
大学史資料
室

会議 大学史資料室　二〇〇二年度　No.2 総務部総務課長 2003/4/1 30年 2033/3/31 紙 大学文書資料室内 総務部総務課長 移管

2002年度
大学史資料
室

会議 大学史資料室　二〇〇二年度　No.3 総務部総務課長 2003/4/1 30年 2033/3/31 紙 大学文書資料室内 総務部総務課長 移管

2002年度
大学史資料
室

会議 大学史資料室　二〇〇二年度　No.4 総務部総務課長 2003/4/1 30年 2033/3/31 紙 大学文書資料室内 総務部総務課長 移管

2003年度
大学史資料
室

会議 大学史資料室　二〇〇三年度　No.1 総務部総務課長 2004/4/1 30年 2034/3/31 紙 大学文書資料室内 総務部総務課長 移管

2003年度
大学史資料
室

会議 大学史資料室　二〇〇三年度　No.2 総務部総務課長 2004/4/1 30年 2034/3/31 紙 大学文書資料室内 総務部総務課長 移管

2003年度
大学史資料
室

会議 大学史資料室　二〇〇三年度　No.3 総務部総務課長 2004/4/1 30年 2034/3/31 紙 大学文書資料室内 総務部総務課長 移管

2003年度
大学史資料
室

会議 大学史資料室　二〇〇三年度　No.4 総務部総務課長 2004/4/1 30年 2034/3/31 紙 大学文書資料室内 総務部総務課長 移管

2004年度
大学文書資
料室

会議 大学文書資料室　二〇〇四年度　No.1 総務企画部総務広報課長 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 大学文書資料室内 総務部総務課長 移管

2004年度
大学文書資
料室

会議 大学文書資料室　二〇〇四年度　No.2 総務企画部総務広報課長 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 大学文書資料室内 総務部総務課長 移管

2004年度
大学文書資
料室

会議 大学文書資料室　二〇〇四年度　No.3 総務企画部総務広報課長 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 大学文書資料室内 総務部総務課長 移管

2004年度
大学文書資
料室

会議 大学文書資料室　二〇〇四年度　No.4 総務企画部総務広報課長 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 大学文書資料室内 総務部総務課長 移管

2004年度
大学文書資
料室

会議 大学文書資料室　二〇〇四年度　No.5 総務企画部総務広報課長 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 大学文書資料室内 総務部総務課長 移管

2004年度
大学史資料
室

会議
大学史資料室運営委員会関係綴　第一回（二〇〇一年五月八日)～
第十四回(二〇〇四年三月十一日)

総務部総務課長 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 大学文書資料室内 総務部総務課長 移管

2005年度
大学文書資
料室

会議 大学文書資料室　二〇〇五年度　No.1 総務企画部総務広報課長 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 大学文書資料室内 総務部総務課長 移管

2005年度
大学文書資
料室

会議 大学文書資料室　二〇〇五年度　No.2 総務企画部総務広報課長 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 大学文書資料室内 総務部総務課長 移管

2005年度
大学文書資
料室

会議 大学文書資料室　二〇〇五年度　No.3 総務企画部総務広報課長 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 大学文書資料室内 総務部総務課長 移管

2005年度
大学文書資
料室

会議 大学文書資料室　二〇〇五年度　No.4 総務企画部総務広報課長 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 大学文書資料室内 総務部総務課長 移管

2005年度
大学文書資
料室

会議 大学文書資料室　二〇〇五年度　No.5 総務企画部総務広報課長 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 大学文書資料室内 総務部総務課長 移管

2005年度
大学文書資
料室

会議 大学文書資料室協議委員会、運営委員会関係ファイル　No.1 総務部総務課長 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 大学文書資料室内 総務部総務課長 移管

2006年度
大学文書資
料室

会議 大学文書資料室　二〇〇六年度　No.1 総務部総務課長 2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 大学文書資料室内 総務部総務課長 移管

2006年度
大学文書資
料室

会議 大学文書資料室　二〇〇六年度　No.2 総務部総務課長 2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 大学文書資料室内 総務部総務課長 移管

2006年度
大学文書資
料室

会議 大学文書資料室　二〇〇六年度　No.3 総務部総務課長 2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 大学文書資料室内 総務部総務課長 移管

2007年度
大学文書資
料室

会議 大学文書資料室　二〇〇七年度　No.1 総務部総務課長 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 大学文書資料室内 総務部総務課長 移管

2007年度
大学文書資
料室

会議 大学文書資料室　二〇〇七年度　No.2 総務部総務課長 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 大学文書資料室内 総務部総務課長 移管

2008年度
大学文書資
料室

会議 大学文書資料室　二〇〇八年度　No.1 総務部総務課長 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 大学文書資料室内 総務部総務課長 移管

2008年度
大学文書資
料室

会議 大学文書資料室　二〇〇八年度　No.2 総務部総務課長 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 大学文書資料室内 総務部総務課長 移管

2008年度
大学文書資
料室

服務 大学文書資料室の主な活動実績－平成十六年度以降を中心に－ 総務部総務課長 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 大学文書資料室内 総務部総務課長 移管
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2009年度
大学文書資
料室

会議 大学文書資料室　2009年度　1 総務部総務課長 2010/4/1 30年 2040/3/31 紙 大学文書資料室内 総務部総務課長 移管

2009年度
大学文書資
料室

会議 大学文書資料室　2009年度　2 総務部総務課長 2010/4/1 30年 2040/3/31 紙 大学文書資料室内 総務部総務課長 移管

2010年度
大学文書資
料室

会議 大学文書資料室　2010年度　1 総務部総務課長 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙 大学文書資料室内 総務部総務課長 移管

2010年度
大学文書資
料室

会議 大学文書資料室　2010年度　2 総務部総務課長 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙 大学文書資料室内 総務部総務課長 移管

2011年度
大学文書資
料室

会議 二〇一一年度　室会議記録 総務部総務課長 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 大学文書資料室内 総務部総務課長 移管

2012年度
大学文書資
料室

会議 二〇一二年度　室会議記録①　四月～九月 総務部総務課長 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 大学文書資料室内 総務部総務課長 移管

2012年度
大学文書資
料室

会議 二〇一二年度　室会議記録②　十月～三月 総務部総務課長 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 大学文書資料室内 総務部総務課長 移管

2012年度
大学文書資
料室

文書管理 文書管理アドバイザリーサービス完成図書 平成24年度 総務部総務課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 大学文書資料室内 総務部総務課長 廃棄

2013年度
大学文書資
料室

その他 大学文書資料室関係新聞記事　2013(平25)年度 総務部総務課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 大学文書資料室内 総務部総務課長 廃棄

2013年度
大学文書資
料室

申請 特定歴史公文書等利用請求・貸出申請綴　2013(平成25)年度 総務部総務課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 大学文書資料室内 総務部総務課長 廃棄

2013年度
大学文書資
料室

予算 資産管理票(資料室経費、基盤的経費)　2013(平25)年度 総務部総務課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 大学文書資料室内 総務部総務課長 廃棄

2013年度
大学文書資
料室

服務 図書使用簿　2013(平25)年度 総務部総務課長 2014/4/1 無期限 ------ 紙 大学文書資料室内 総務部総務課長 移管

2013年度
大学文書資
料室

会議 平成二十五年度　室会議記録①　四月～九月 総務部総務課長 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 大学文書資料室内 総務部総務課長 移管

2013年度
大学文書資
料室

会議 平成二十五年度　室会議記録②　十月～三月 総務部総務課長 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 大学文書資料室内 総務部総務課長 移管

2013年度
大学文書資
料室

服務 資産使用簿　2013(平25)年度 総務部総務課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 大学文書資料室内 総務部総務課長 廃棄

2013年度
大学文書資
料室

申請
撮影・掲載許可申請書および許可書(資料室から他機関へ申請)
2013(平25)年度

総務部総務課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 大学文書資料室内 総務部総務課長 廃棄

2013年度
大学文書資
料室

展示 企画展「氷壁」を越えて　関係書類綴　2013(平25)年度 総務部総務課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 大学文書資料室内 総務部総務課長 廃棄

2003年度
大学文書資
料室

申請 閲覧申込み・複写(撮影)申請・貸出申請綴　2003(平成15)年度 総務部総務課長 2004/4/1 20年 2024/3/31 紙 大学文書資料室内 総務部総務課長 廃棄

2009年度
大学文書資
料室

照会 照会記録　2009(平成21)年度 総務課総務課長 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 大学文書資料室内 総務部総務課長 廃棄

2008年度
大学文書資
料室

服務 名古屋大学大学文書資料室紀要原議書　第17号　2008(平20)年度 総務部総務課長 2009/4/1 11年 2020/3/31 紙 大学文書資料室内 総務部総務課長 廃棄

2007年度
大学文書資
料室

服務 名古屋大学大学文書資料室紀要原議書　第15号～第16号 総務部総務課長 2008/4/1 12年 2020/3/31 紙 大学文書資料室内 総務部総務課長 廃棄

2005年度
大学文書資
料室

その他 トヨタ創知交流プラザ(仮称)計画関係書類　2005(平17)年度 総務企画部総務広報課長 2006/4/1 14年 2020/3/31 紙 大学文書資料室内 総務部総務課長 廃棄

2005年度
大学文書資
料室

服務 名古屋大学大学文書資料室紀要原議書　第13号～第14号 総務企画部総務広報課長 2006/4/1 14年 2020/3/31 紙 大学文書資料室内 総務部総務課長 廃棄

2005年度
大学文書資
料室

服務 名古屋大学大学文書資料室保存資料目録原議書　第6集～第7集 総務企画部総務広報課長 2006/4/1 14年 2020/3/31 紙 大学文書資料室内 総務部総務課長 廃棄

2004年度
大学文書資
料室

その他 紀要原稿査読結果報告書　第5号～第18号 総務企画部総務広報課長 2005/4/1 15年 2020/3/31 紙 大学文書資料室内 総務部総務課長 廃棄

2004年度
大学文書資
料室

申請 閲覧申込み・複写(撮影)申請・貸出申請綴　2004(平成16)年度 総務企画部総務広報課長 2005/4/1 20年 2025/3/31 紙 大学文書資料室内 総務部総務課長 廃棄

2004年度
大学文書資
料室

服務 名古屋大学大学文書資料室保存資料目録原議書　第5集 総務企画部総務広報課長 2005/4/1 15年 2020/3/31 紙 大学文書資料室内 総務部総務課長 廃棄

2003年度
大学文書資
料室

服務 名古屋大学史紀要原議書　第10号～第12号 総務課総務課長 2004/4/1 16年 2020/3/31 紙 大学文書資料室内 総務部総務課長 廃棄

2003年度
大学文書資
料室

服務 名古屋大学史資料室ニュース原議書　創刊号～第16号 総務課総務課長 2004/4/1 16年 2020/3/31 紙 大学文書資料室内 総務部総務課長 廃棄

2003年度
大学文書資
料室

服務 名古屋大学大学史資料室保存資料目録原議書　第3集～第4集 総務課総務課長 2004/4/1 16年 2020/3/31 紙 大学文書資料室内 総務部総務課長 廃棄

2003年度
大学文書資
料室

服務 名大史ブックレット原議書　No.4～No.8 総務課総務課長 2004/4/1 16年 2020/3/31 紙 大学文書資料室内 総務部総務課長 廃棄

2001年度
大学文書資
料室

服務 名古屋大学史資料室保存資料目録原議書　第1集～第2集 総務部総務課長 2002/4/1 18年 2020/3/31 紙 大学文書資料室内 総務部総務課長 廃棄

2001年度
大学文書資
料室

服務 名大史ブックレット原議書　No.1～No.3 総務部総務課長 2002/4/1 18年 2020/3/31 紙 大学文書資料室内 総務部総務課長 廃棄

2000年度
大学文書資
料室

服務 名古屋大学史紀要原議書　第8号～第9号 総務部総務課長 2001/4/1 19年 2020/3/31 紙 大学文書資料室内 総務部総務課長 廃棄

1998年度
大学文書資
料室

服務 名古屋大学史紀要原議書　第5号～第7号 総務部総務課長 1999/4/1 21年 2020/3/31 紙 大学文書資料室内 総務部総務課長 廃棄

2011年度
大学文書資
料室

服務 名古屋大学大学文書資料室紀要原議書　第20号 総務部総務課長 2012/4/1 6年 2023/3/31 紙 大学文書資料室内 総務部総務課長 廃棄

2009年度
大学文書資
料室

予算 資産管理票(資料室経費、基盤的経費)　2009(平21)年度 総務課総務課長 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 大学文書資料室内 総務部総務課長 廃棄

2014年度
大学文書資
料室

その他 個人から寄贈された資料の受領書　2014(平26)年度 総務部総務課長 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 大学文書資料室内 総務部総務課長 廃棄

2014年度
大学文書資
料室

照会 照会記録　2014(平成26)年度 総務部総務課長 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 大学文書資料室内 総務部総務課長 廃棄

2014年度
大学文書資
料室

郵便 棚卸し資産(切手・はがき)払い出し簿　2014(平26)年度 総務部総務課長 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 大学文書資料室内 総務部総務課長 廃棄

2014年度
大学文書資
料室

その他 大学文書資料室関係新聞記事　2014(平26)年度 総務部総務課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 大学文書資料室内 総務部総務課長 廃棄

2014年度
大学文書資
料室

申請 特定歴史公文書等利用請求・貸出申請綴　2014(平成26)年度 総務部総務課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 大学文書資料室内 総務部総務課長 廃棄



作成・取得年度 大分類 中分類
ファイル名
（小分類）

作成・取得者 起算日 保存期間 保存期間満了日
媒体の種

別 保存場所 管理者
保存期間満了時の措
置 備考

2014年度
大学文書資
料室

予算
資産管理票(資料室経費、基盤的経費、総長裁量経費)　2014(平26)年
度

総務部総務課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 大学文書資料室内 総務部総務課長 廃棄

2014年度
大学文書資
料室

服務 図書使用簿　2014(平26)年度 総務部総務課長 2015/4/1 無期限   ------ 紙 大学文書資料室内 総務部総務課長 移管

2014年度
大学文書資
料室

会議 2014年度室会議記録 総務部総務課長 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 大学文書資料室内 総務部総務課長 移管

2014年度
大学文書資
料室

申請
撮影・掲載許可申請書および許可書(資料室から他機関へ申請)
2014(平26)年度

総務部総務課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 大学文書資料室内 総務部総務課長 廃棄

2014年度
大学文書資
料室

服務
名古屋大学大学文書資料室ニュース　原議書 第32号　2014(平26)年
度

総務部総務課長 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 大学文書資料室内 総務部総務課長 廃棄

2014年度
大学文書資
料室

服務 名古屋大学大学文書資料室紀要　原議書 第23号　2014（平26）年度 総務部総務課長 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 大学文書資料室内 総務部総務課長 廃棄

2014年度
大学文書資
料室

文書管理 名古屋大学文書管理プロジェクト2011 総務部総務課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 大学文書資料室内 総務部総務課長 廃棄

2014年度
大学文書資
料室

文書管理 名古屋大学文書管理プロジェクト2012 総務部総務課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 大学文書資料室内 総務部総務課長 廃棄

2014年度
大学文書資
料室

文書管理 名古屋大学文書管理プロジェクト2013 総務部総務課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 大学文書資料室内 総務部総務課長 廃棄

2014年度
大学文書資
料室

ライセンス マイクロソフトライセンス 総務部総務課長 2015/4/1 常用  ------- 紙 大学文書資料室内 総務部総務課長 移管

2014年度
大学文書資
料室

会議 大学文書資料室研究会議 総務部総務課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 大学文書資料室内 総務部総務課長 廃棄

2014年度
大学文書資
料室

申請 写真使用簿　名古屋大学史編集室 総務部総務課長 2015/4/1 無期限  ------- 紙 大学文書資料室内 総務部総務課長 移管

2014年度
大学文書資
料室

申請 文献、資料等貸出簿No.1（名大史編集室） 総務部総務課長 2015/4/1 無期限  ------- 紙 大学文書資料室内 総務部総務課長 移管

2014年度
大学文書資
料室

文書管理
平成24年度における公文書等の管理等の状況について　内閣府大臣
官房公文書管理課

総務部総務課長 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 大学文書資料室内 総務部総務課長 廃棄

2015年度
大学文書資
料室

会議 平成二十七年度　室会議記録 総務部総務課長 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 大学文書資料室内 総務部総務課長 移管

2015年度
大学文書資
料室

その他 大学文書資料室関係書類綴　No.7　2015年度 総務部総務課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 大学文書資料室内 総務部総務課長 廃棄

2015年度
大学文書資
料室

照会 照会記録　2015(平成27)年度 総務部総務課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 大学文書資料室内 総務部総務課長 廃棄

2015年度
大学文書資
料室

申請 閲覧申込み・複写(撮影)申請・貸出申請綴　2015(平成27)年度 総務企画部総務広報課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 大学文書資料室内 総務部総務課長 廃棄

2015年度
大学文書資
料室

予算 資産管理票(資料室経費、基盤的経費)　2015(平27)年度 総務部総務課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 大学文書資料室内 総務部総務課長 廃棄

2015年度
大学文書資
料室

服務 図書使用簿　2015(平27)年度 総務部総務課長 2016/4/1 無期限   ------- 紙 大学文書資料室内 総務部総務課長 移管

2010年度
大学文書資
料室

照会 照会記録　2010(平成22)年度 総務部総務課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 大学文書資料室内 総務部総務課長 廃棄

2005年度
大学文書資
料室

研究
大学アーカイブズに関する研究会関係綴　2002年10月22日～2006年1
月7日

総務企画部総務広報課長 2006/4/1 15年 2021/3/31 紙 大学文書資料室内 総務部総務課長 廃棄

2005年度
大学文書資
料室

服務 緊急保存対策プロジェクト　2004年～2005年 総務企画部総務広報課長 2006/4/1 15年 2021/3/31 紙 大学文書資料室内 総務部総務課長 廃棄

1995年度
大学文書資
料室

その他
東日本大学史連絡協議会 西日本大学史担当者会 1995年度合同研
究部会準備書類

庶務部庶務課長 1996/4/1 25年 2021/3/31 紙 大学文書資料室内 総務部総務課長 廃棄

2010年度
大学文書資
料室

予算 資産管理票(資料室経費、基盤的経費)　2010(平22)年度 総務部総務課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 大学文書資料室内 総務部総務課長 廃棄

2016年度
大学文書資
料室

会議 平成28年度　室会議記録 総務部総務課長 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 大学文書資料室内 総務部総務課長 移管

2016年度
大学文書資
料室

服務 名古屋大学大学文書資料室紀要原議書　第25号　2016（平28）年度 総務部総務課長 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 大学文書資料室内 総務部総務課長 廃棄

2016年度
大学文書資
料室

その他 大学文書資料室関係書類綴　　2016年度 総務部総務課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 大学文書資料室内 総務部総務課長 廃棄

2016年度
大学文書資
料室

服務 名古屋大学大学文書資料室日誌　2016(平成28)年度 総務部総務課長 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 大学文書資料室内 総務部総務課長 移管

2016年度
大学文書資
料室

申請 閲覧申込み・複写(撮影)申請・貸出申請綴　2016(平成28)年度 総務企画部総務広報課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 大学文書資料室内 総務部総務課長 廃棄

2016年度
大学文書資
料室

予算 資産管理票(資料室経費)　2016(平28)年度 総務部総務課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 大学文書資料室内 総務部総務課長 廃棄

2017年度
大学文書資
料室

予算 発注書・請求伝票等　平成29年度 総務部総務課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 大学文書資料室内 総務部総務課長 廃棄

2017年度
大学文書資
料室

会議 平成29年度　室会議記録 総務部総務課長 2018/4/1 30年 2047/3/31 紙 大学文書資料室内 総務部総務課長 移管

2017年度
大学文書資
料室

会議 創立80周年記念史編集専門委員会記録 総務部総務課長 2018/4/1 30年 2047/3/31 紙 大学文書資料室内 総務部総務課長 移管

2017年度
大学文書資
料室

その他 閲覧申込み・複写(撮影)申請・貸出申請綴　2017(平成29)年度 総務部総務課長 2018/4/1 10年 2029/3/31 紙 大学文書資料室内 総務部総務課長 廃棄

2017年度
大学文書資
料室

その他 大学文書資料室関係書類綴　平成29年度 総務部総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 大学文書資料室内 総務部総務課長 廃棄

2017年度
大学文書資
料室

その他 名古屋大学大学文書資料室日誌　2017(平成29)年度 総務部総務課長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 大学文書資料室内 総務部総務課長 移管

2017年度
大学文書資
料室

服務 名古屋大学大学文書資料室紀要原議書　第26号　2017（平29）年度 総務部総務課長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 大学文書資料室内 総務部総務課長 廃棄

2012年度
大学文書資
料室

その他 個人から寄贈された資料の受領書 総務部総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 大学文書資料室内 総務部総務課長 廃棄

2018年度
大学文書資
料室

予算 発注書・請求伝票等　平成30年度 総務部総務課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 大学文書資料室内 総務部総務課長 廃棄

2018年度
大学文書資
料室

会議 平成30年度　室会議記録 総務部総務課長 2019/4/1 30年 2048/3/31 紙 大学文書資料室内 総務部総務課長 移管

2018年度
大学文書資
料室

その他 大学文書資料室関係書類綴　平成30年度 総務部総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 大学文書資料室内 総務部総務課長 廃棄



作成・取得年度 大分類 中分類
ファイル名
（小分類）

作成・取得者 起算日 保存期間 保存期間満了日
媒体の種

別 保存場所 管理者
保存期間満了時の措
置 備考

2018年度
大学文書資
料室

その他 名古屋大学大学文書資料室日誌　2018(平成30)年度 総務部総務課長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 大学文書資料室内 総務部総務課長 移管

2018年度
大学文書資
料室

その他 閲覧申込み・複写(撮影)申請・貸出申請綴　2018(平成30)年度 総務部総務課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 大学文書資料室内 総務部総務課長 廃棄

2008年度
大学文書資
料室

申請 閲覧申込み・複写(撮影)申請・貸出申請綴　2008(平成20)年度 総務部総務課長 2009/4/1 10年 2024/3/31 紙 大学文書資料室内 総務部総務課長 廃棄

2013年度
大学文書資
料室

その他 個人から寄贈された資料の受領書　2013(平25)年度 総務部総務課長 2014/4/1 5年 2024/3/31 紙 大学文書資料室内 総務部総務課長 廃棄

2013年度
大学文書資
料室

照会 照会記録　2013(平成25)年度 総務部総務課長 2014/4/1 5年 2024/3/31 紙 大学文書資料室内 総務部総務課長 廃棄

2008年度
大学文書資
料室

照会 照会記録 2008(平成20)年度 総務部総務課長 2009/4/1 10年 2029/3/31 紙 大学文書資料室内 総務部総務課長 廃棄

2015年度
大学文書資
料室

服務 名古屋大学大学文書資料室紀要原議書　第24号　2015（平27）年度 総務部総務課長 2016/4/1 3年 2022/3/31 紙 大学文書資料室内 総務部総務課長 廃棄

2004年度 広報 会議 商標登録 総務部総務課広報掛 2005/4/1 無期限 ------ 紙 総務課内 総務部総務課長 移管

2012年度 広報 予算 予算関係（平成24年度～25年度） 総務部総務課企画広報掛 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 総務課内 総務部総務課長 廃棄

2013年度 広報 記者 記者会との懇談会（平成25年度） 総務部総務課広報掛 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 総務課内 総務部総務課長 廃棄

2012年度 広報 記者 教育記者会へのファックス（平成25年1月～平成25年10月） 総務部総務課企画広報掛 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 総務課内 総務部総務課長 廃棄

2013年度 広報 記者 教育記者会へのファックス（平成25年11月～平成26年2月） 総務部総務課企画広報掛 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 総務課内 総務部総務課長 廃棄

2013年度 広報 記者 教育記者会へのファックス（平成26年3月） 総務部総務課企画広報掛 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 総務課内 総務部総務課長 廃棄

2011年度 広報 会議 国立大学協会広報担当者連絡会議（平成23年度～平成25年度） 総務部総務課広報掛 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 総務課内 総務部総務課長 移管

2013年度 広報 見学 平成25年度大学見学関係 総務部総務課企画広報掛 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 総務課内 総務部総務課長 廃棄

2011年度 広報 デザイン デザイン関係（平成23年度～25年度） 総務部総務課広報掛 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 総務課内 総務部総務課長 廃棄

2011年度 広報 デザイン 2011ロゴタイプ　アンケート用紙 総務部総務課広報掛 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 総務課内 総務部総務課長 移管

2011年度 広報 デザイン ロゴタイプ検討委員会平成23年度 総務部総務課企画制作掛 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 総務課内 総務部総務課長 移管

2006年度 広報 ホームページ 地下鉄電子掲示板 総務部総務課広報掛 2007/4/1 15年 2022/3/31 紙 総務課内 総務部総務課長 移管

2013年度 広報 会議 広報推進担当連絡会（平成25年度） 総務部総務課企画制作掛 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 総務課内 総務部総務課長 移管

2013年度 広報 改修 平成２５年度広報プラザ改修 総務部総務課企画制作掛 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 総務課内 総務部総務課長 移管

2014年度 広報 予算 予算関係（平成26年度） 総務部広報渉外課広報掛 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 総務課内 総務部総務課長 移管

2014年度 広報 記者 記者会との懇談会（平成26年度） 総務部広報渉外課広報掛 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 総務課内 総務部総務課長 廃棄

2014年度 広報 記者 教育記者会へのファックス（平成26年度） 総務部広報渉外課広報掛 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 総務課内 総務部総務課長 廃棄

2014年度 広報 記者 教育記者会へのファックス２（平成26年度） 総務部広報渉外課広報掛 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 総務課内 総務部総務課長 廃棄

2011年度 広報 取材 取材・インタビュー依頼（平成23年度～平成25年度） 総務部総務課広報掛 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 総務課内 総務部総務課長 廃棄

2014年度 広報 取材 取材・インタビュー依頼（平成26年度） 総務部広報渉外課広報掛 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 総務課内 総務部総務課長 廃棄

2014年度 広報 会議 国立大学協会関係（平成26年度） 総務部広報渉外課広報掛 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 総務課内 総務部総務課長 移管

2014年度 広報 見学 平成26年度大学見学関係 総務部広報渉外課広報掛 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 総務課内 総務部総務課長 廃棄

2013年度 広報 刊行物 名古屋大学プロフィール本体編2013 総務部広報渉外課広報掛 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 総務課内 総務部総務課長 移管

2014年度 広報 刊行物 名古屋大学プロフィール本体編2014 総務部広報渉外課広報掛 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 総務課内 総務部総務課長 移管

2014年度 広報 刊行物 平成26年度名古屋大学プロフィール資料編 総務部広報渉外課広報掛 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 総務課内 総務部総務課長 移管

2014年度 広報 会議 広報推進担当連絡会（平成26年度） 総務部広報渉外課広報掛 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 総務課内 総務部総務課長 移管

2014年度 広報 申請 広報プラザ会見場使用許可申請書（平成26,27年度） 総務部広報渉外課広報掛 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 総務課内 総務部総務課長 廃棄

2014年度 広報 デザイン 名古屋大学布バッグ 総務部広報渉外課広報掛 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 総務課内 総務部総務課長 移管

2015年度 広報 刊行物 平成27年度　大学広報ビデオ 総務部広報渉外課広報掛 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 総務課内 総務部総務課長 移管

2015年度 広報 刊行物 平成27年度　大学広報ビデオ２ 総務部広報渉外課広報掛 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 総務課内 総務部総務課長 移管

2016年度 広報 刊行物 平成28年度　大学広報ビデオ 総務部広報渉外課広報掛 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 総務課内 総務部総務課長 移管

2015年度 広報 記者 教育記者との懇談会（平成27年度） 総務部広報渉外課広報係 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 総務課内 総務部総務課長 廃棄

2016年度 広報 記者 教育記者との懇談会（平成28年度） 総務部広報渉外課広報係 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 総務課内 総務部総務課長 廃棄

2016年度 広報 記者 教育記者との懇談会２（平成28年度） 総務部広報渉外課広報係 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 総務課内 総務部総務課長 廃棄

2014年度 広報 会議 平成26年度　天野教授の講演等検討委員会 総務部広報渉外課広報係 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 総務課内 総務部総務課長 移管
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2015年度 広報 会議 平成27年度　天野教授の講演等検討委員会 総務部広報渉外課広報係 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 総務課内 総務部総務課長 移管

2016年度 広報 会議 平成28年度　天野教授の講演等検討委員会 総務部広報渉外課広報係 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 総務課内 総務部総務課長 移管

2015年度 広報 記者 教育記者へのファックス（平成27年度） 総務部広報渉外課広報係 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 総務課内 総務部総務課長 廃棄

2015年度 広報 記者 教育記者へのファックス２（平成27年度） 総務部広報渉外課広報係 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 総務課内 総務部総務課長 廃棄

2016年度 広報 記者 教育記者へのファックス（平成28年度） 総務部広報渉外課広報係 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 総務課内 総務部総務課長 廃棄

2016年度 広報 記者 教育記者へのファックス２（平成28年度） 総務部広報渉外課広報係 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 総務課内 総務部総務課長 廃棄

2015年度 広報 予算 予算関係（平成27年度） 総務部広報渉外課広報係 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 総務課内 総務部総務課長 移管

2016年度 広報 予算 予算関係（平成28年度） 総務部広報渉外課広報係 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 総務課内 総務部総務課長 移管

2016年度 広報 予算 予算関係２（平成28年度） 総務部広報渉外課広報係 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 総務課内 総務部総務課長 移管

2015年度 広報 雑件 平成27年度　雑件 総務部広報渉外課広報係 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 総務課内 総務部総務課長 廃棄

2016年度 広報 雑件 平成28年度　雑件 総務部広報渉外課広報係 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 総務課内 総務部総務課長 廃棄

2015年度 広報 見学 平成27年度大学見学関係 総務部広報渉外課広報係 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 総務課内 総務部総務課長 廃棄

2016年度 広報 見学 平成28年度大学見学関係 総務部広報渉外課広報係 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 総務課内 総務部総務課長 廃棄

2014年度 広報 資産 資産使用簿（平成26年度） 総務部広報渉外課広報係 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 総務課内 総務部総務課長 廃棄

2015年度 広報 取材 取材・インタビュー依頼（平成27年度） 総務部広報渉外課広報係 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 総務課内 総務部総務課長 廃棄

2016年度 広報 取材 取材・インタビュー依頼（平成28年度） 総務部広報渉外課広報係 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 総務課内 総務部総務課長 廃棄

2014年度 広報 記者 中部経済新聞　研究現場発 総務部広報渉外課広報係 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 総務課内 総務部総務課長 廃棄

2015年度 広報 刊行物 名古屋大学プロフィール本体編2015 総務部広報渉外課広報係 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 総務課内 総務部総務課長 移管

2015年度 広報 刊行物 平成27年度名古屋大学プロフィール資料編 総務部広報渉外課広報係 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 総務課内 総務部総務課長 移管

2016年度 広報 刊行物 平成28年度名古屋大学プロフィール資料編 総務部広報渉外課広報係 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 総務課内 総務部総務課長 移管

2016年度 広報 刊行物 名古屋大学プロフィール本体編2016 総務部広報渉外課広報係 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 総務課内 総務部総務課長 移管

2015年度 広報 会議 平成27年度国立大学協会東海・北陸地区支部広報担当者連絡会 総務部広報渉外課広報係 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 総務課内 総務部総務課長 移管

2016年度 広報 取材 平成28年度ラジオ公開講座CM 総務部広報渉外課広報係 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 総務課内 総務部総務課長 廃棄

2016年度 広報 展示物 文部科学省エントランス展示 総務部広報渉外課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 総務課内 総務部総務課長 移管

2014年度 広報 刊行物 法学研究科・CALE冊子 総務部広報渉外課長 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 総務課内 総務部総務課長 移管

2016年度 広報 会議 国立大学協会関係（平成28年度） 総務部広報渉外課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 総務課内 総務部総務課長 移管

2014年度 広報 刊行物 メールマガジン（配配メール） 総務部広報渉外課長 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 総務課内 総務部総務課長 移管

2016年度 広報 記者 大学通信プレスセンター 総務部広報渉外課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 総務課内 総務部総務課長 廃棄

2017年度 広報 取材 平成29年度ラジオ公開講座CM 総務部総務課広報室広報係 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 総務課内 総務部総務課長 廃棄

2017年度 広報 刊行物 平成29年度名古屋大学プロフィール資料編 総務部総務課広報室広報係 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 総務課内 総務部総務課長 移管

2017年度 広報 刊行物 名古屋大学プロフィール本体編2017 総務部総務課広報室広報係 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 総務課内 総務部総務課長 移管

2017年度 広報 刊行物 平成29年度名大トピックス 総務部総務課広報室広報係 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 総務課内 総務部総務課長 廃棄

2017年度 広報 刊行物 平成29年度名大トピックス改定（その１） 総務部総務課広報室広報係 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 総務課内 総務部総務課長 廃棄

2017年度 広報 刊行物 平成29年度名大トピックス改定（その２） 総務部総務課広報室広報係 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 総務課内 総務部総務課長 廃棄

2017年度 広報 雑件 平成29年度雑件 総務部総務課広報室広報係 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 総務課内 総務部総務課長 廃棄

2017年度 広報 取材 平成29年度取材・インタビュー依頼 総務部総務課広報室広報係 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 総務課内 総務部総務課長 廃棄

2017年度 広報 予算 予算関係（平成29年度） 総務部総務課広報室広報係 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 総務課内 総務部総務課長 移管

2017年度 広報 予算 新聞クリッピング 総務部総務課広報室広報係 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 総務課内 総務部総務課長 移管

2017年度 広報 取材 平成29年度取材・撮影申請書 総務部総務課広報室広報係 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 総務課内 総務部総務課長 廃棄

2017年度 広報 記者 教育記者へのファックス（平成29年度） 総務部総務課広報室広報係 2018/4/1 5年 2022/3/31 紙 総務課内 総務部総務課長 廃棄

2017年度 広報 記者 教育記者へのファックス２（平成29年度） 総務部総務課広報室広報係 2018/4/1 5年 2022/3/31 紙 総務課内 総務部総務課長 廃棄

2018年度 広報 記者 教育記者へのファックス（平成30年度） 総務部総務課広報室広報係 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 総務課内 総務部総務課長 廃棄
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2018年度 広報 見学 平成30年度大学見学関係 総務部総務課広報室広報係 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 総務課内 総務部総務課長 廃棄

2018年度 広報 記者 平成30年度取材・撮影申請書 総務部総務課広報室広報係 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 総務課内 総務部総務課長 廃棄

2018年度 広報 刊行物 平成30年度名大トピックス 総務部総務課広報室広報係 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 総務課内 総務部総務課長 廃棄

2018年度 広報 雑件 平成30年度雑件 総務部総務課広報室広報係 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 総務課内 総務部総務課長 廃棄

2018年度 広報 予算 予算関係（平成30年度） 総務部総務課広報室広報係 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 総務課内 総務部総務課長 廃棄

2018年度 広報 刊行物 名古屋大学プロフィール2018 総務部総務課広報室広報係 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 総務課内 総務部総務課長 廃棄

2018年度 広報 記者 教育記者との懇談会（平成30年度） 総務部総務課広報室広報係 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 総務課内 総務部総務課長 廃棄

2018年度 広報 会議 国立大学協会関係（平成30年度） 総務部総務課広報室広報係 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 総務課内 総務部総務課長 廃棄

2018年度 広報 記者 教育記者へのファックス２（平成30年度） 総務部総務課広報室広報係 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 総務課内 総務部総務課長 廃棄

2018年度 広報 雑件 平成30年度雑件2 総務部総務課広報室広報係 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 総務課内 総務部総務課長 廃棄

2018年度 広報 雑件 名大ウォッチ 総務部総務課広報室広報係 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 総務課内 総務部総務課長 廃棄

2019年度 広報 刊行物 名古屋大学プロフィール2019 総務部総務課広報室広報係 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 総務課内 総務部総務課長 廃棄

2018年度 広報 記者 教育記者へのファックス３（平成30年度） 総務部総務課広報室広報係 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 総務課内 総務部総務課長 廃棄

1958年度 第一人事 定員 定員に関する覚書等 総務部人事課第一任用掛長 1994/4/1 30年 2024/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

1960年度 第一人事 定員 定員管理簿 総務部人事課第一任用掛長 － 無期限 - 紙 人事課事務室 総務部人事課長 移管

1964年度 第一人事 定員 定員及び定員削減の経過 総務部人事課第一任用掛長 － 無期限 - 紙 人事課事務室 総務部人事課長 移管

1964年度 第一人事 定員 定員削減綴 総務部人事課第一任用掛長 － 無期限 - 紙 人事課事務室 総務部人事課長 移管

1970年度 第一人事 定員 定員に関する資料 総務部人事課第一任用掛長 － 無期限 - 紙 人事課事務室 総務部人事課長 移管

1971年度 第二人事 規程 任免関係例規(派遣法関係、昭46年～平7年) 総務部人事課第二任用掛 1996/4/1 30年 2026/3/31 紙 車庫倉庫 総務部人事課長 移管

1972年度 第一人事 定員 定員管理簿 総務部人事課第一任用掛長 － 無期限 - 紙 人事課事務室 総務部人事課長 移管

1976年度 第一人事 定員 定員削減綴 総務部人事課第一任用掛長 － 無期限 - 紙 人事課事務室 総務部人事課長 移管

1981年度 第一人事 定員 職員（教官をのぞく）定員現員表 総務部人事課第一任用掛長 1991/4/1 30年 2021/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

1982年度 第二人事 規程 任免関係例規(昭57～平3年度) 総務部人事課第二任用掛 1992/4/1 30年 2022/3/31 紙 車庫倉庫 総務部人事課長 移管

1983年度 第二人事 称号 客員教授・客員助教授の選考(称号付与)(昭和58年度～平成4年度) 総務部人事課第二任用掛 1993/4/1 30年 2023/3/31 紙 車庫倉庫 総務部人事課長 移管

1983年度 第二人事 現員 教官定員・現員表(昭58～平7年度) 総務部人事課第二任用掛 1996/4/1 30年 2026/3/31 紙 車庫倉庫 総務部人事課長 移管

1985年度 第二人事 会議 教官欠員資料(検討委員会) S60～H5 総務部人事課第三任用掛 1994/4/1 30年 2024/3/31 紙
事務局倉庫（財務
課裏）

総務部人事課長 移管

1985年度 第一人事 定員 定員削減綴 総務部人事課第一任用掛長 － 無期限 - 紙 人事課事務室 総務部人事課長 移管

1986年度 第一人事 定員 定員管理簿 総務部人事課第一任用掛長 － 無期限 - 紙 人事課事務室 総務部人事課長 移管

1988年度 第二人事 進退録 学長・学部長・政令部局長等（上申書）63-元 総務部人事課第二任用掛 1990/4/1 30年 2020/3/31 紙 車庫倉庫 総務部人事課長 移管

1989年度 第二人事 進退録 学長・学部長・政令部局長等（上申書）元 総務部人事課第二任用掛 1990/4/1 30年 2020/3/31 紙 車庫倉庫 総務部人事課長 移管

1989年度 第二人事 進退録 進退書類・教官（上申書）　元① 総務部人事課第二任用掛 1990/4/1 30年 2020/3/31 紙 車庫倉庫 総務部人事課長 廃棄

1989年度 第二人事 進退録 進退書類・教官（上申書）　元② 総務部人事課第二任用掛 1990/4/1 30年 2020/3/31 紙 車庫倉庫 総務部人事課長 廃棄

1989年度 第二人事 進退録 進退書類・教官（上申書）　元③ 総務部人事課第二任用掛 1990/4/1 30年 2020/3/31 紙 車庫倉庫 総務部人事課長 廃棄

1989年度 第二人事 進退録 進退書類・教官（上申書）　元④ 総務部人事課第二任用掛 1990/4/1 30年 2020/3/31 紙 車庫倉庫 総務部人事課長 廃棄

1989年度 第二人事 進退録 進退書類・教官（上申書）　元⑤ 総務部人事課第二任用掛 1990/4/1 30年 2020/3/31 紙 車庫倉庫 総務部人事課長 廃棄

1989年度 第二人事 進退録 進退書類・教官（上申書）　元⑥ 総務部人事課第二任用掛 1990/4/1 30年 2020/3/31 紙 車庫倉庫 総務部人事課長 廃棄

1989年度 第二人事 進退録 進退書類・教官（上申書）　元⑦ 総務部人事課第二任用掛 1990/4/1 30年 2020/3/31 紙 車庫倉庫 総務部人事課長 廃棄

1989年度 第二人事 進退録 進退書類・教官（上申書）　元⑧ 総務部人事課第二任用掛 1990/4/1 30年 2020/3/31 紙 車庫倉庫 総務部人事課長 廃棄

1989年度 第二人事 進退録 進退書類・教官（上申書）　元⑨ 総務部人事課第二任用掛 1990/4/1 30年 2020/3/31 紙 車庫倉庫 総務部人事課長 廃棄

1989年度 第二人事 進退録 進退書類・教官（上申書）　元⑩ 総務部人事課第二任用掛 1990/4/1 30年 2020/3/31 紙 車庫倉庫 総務部人事課長 廃棄

1989年度 第二人事 進退録 進退書類・教官（上申書）　元⑪ 総務部人事課第二任用掛 1990/4/1 30年 2020/3/31 紙 車庫倉庫 総務部人事課長 廃棄

1989年度 第二人事 外国人教師 外国人教師等契約関係綴(元～5) 総務部人事課第三任用掛 1994/4/1 30年 2024/3/31 紙 車庫倉庫 総務部人事課長 廃棄
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1989年度 第二人事 外国人教師 外国人教師等の人事記録・雇用契約書等(離職者)(元～13) 総務部人事課第三任用掛 2002/4/1 30年 2032/3/31 紙 車庫倉庫 総務部人事課長 廃棄

1990年度 第二人事 進退録 進退書類・教官（上申書）　2① 総務部人事課第二任用掛 1991/4/1 30年 2021/3/31 紙 車庫倉庫 総務部人事課長 廃棄

1990年度 第二人事 進退録 進退書類・教官（上申書）　2② 総務部人事課第二任用掛 1991/4/1 30年 2021/3/31 紙 車庫倉庫 総務部人事課長 廃棄

1990年度 第二人事 進退録 進退書類・教官（上申書）　2③ 総務部人事課第二任用掛 1991/4/1 30年 2021/3/31 紙 車庫倉庫 総務部人事課長 廃棄

1990年度 第二人事 進退録 進退書類・教官（上申書）　2④ 総務部人事課第二任用掛 1991/4/1 30年 2021/3/31 紙 車庫倉庫 総務部人事課長 廃棄

1990年度 第二人事 進退録 進退書類・教官（上申書）　2⑤ 総務部人事課第二任用掛 1991/4/1 30年 2021/3/31 紙 車庫倉庫 総務部人事課長 廃棄

1990年度 第二人事 進退録 進退書類・教官（上申書）　2⑥ 総務部人事課第二任用掛 1991/4/1 30年 2021/3/31 紙 車庫倉庫 総務部人事課長 廃棄

1990年度 第二人事 進退録 進退書類・教官（上申書）　2⑦ 総務部人事課第二任用掛 1991/4/1 30年 2021/3/31 紙 車庫倉庫 総務部人事課長 廃棄

1990年度 第二人事 進退録 進退書類・教官（上申書）　2⑧ 総務部人事課第二任用掛 1991/4/1 30年 2021/3/31 紙 車庫倉庫 総務部人事課長 廃棄

1990年度 第二人事 進退録 進退書類・教官（上申書）　2⑨ 総務部人事課第二任用掛 1991/4/1 30年 2021/3/31 紙 車庫倉庫 総務部人事課長 廃棄

1990年度 第二人事 進退録 進退書類・教官（上申書）　2⑩ 総務部人事課第二任用掛 1991/4/1 30年 2021/3/31 紙 車庫倉庫 総務部人事課長 廃棄

1990年度 第二人事 進退録 進退書類・教官(上申書) 2⑪ 総務部人事課第二任用掛 1991/4/1 30年 2021/3/31 紙 車庫倉庫 総務部人事課長 廃棄

1990年度 第三人事 級別定数 級別定数管理簿(昭63～平2年度) 総務部人事課第一給与掛 1991/4/1 30年 2021/3/31 紙 ロッカー室 総務部人事課長 廃棄

1990年度 第一人事 任免 勤務延長 総務部人事課第一任用掛長 1991/4/1 30年 2021/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

1990年度 第一人事 任免 選考採用 総務部人事課第一任用掛長 1991/4/1 30年 2021/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

1990年度 第二人事 進退録 学長・学部長・政令部局長等(上申書)2-3 総務部人事課第二任用掛 1991/4/1 30年 2022/3/31 紙 車庫倉庫 総務部人事課長 移管

1991年度 第二人事 進退録 学長・学部長・政令部局長等(上申書)3 総務部人事課第二任用掛 1992/4/1 30年 2022/3/31 紙 車庫倉庫 総務部人事課長 移管

1991年度 第二人事 進退録 進退書類・教官(上申書) 3① 総務部人事課第二任用掛 1992/4/1 30年 2022/3/31 紙 車庫倉庫 総務部人事課長 廃棄

1991年度 第二人事 進退録 進退書類・教官(上申書) 3② 総務部人事課第二任用掛 1992/4/1 30年 2022/3/31 紙 車庫倉庫 総務部人事課長 廃棄

1991年度 第二人事 進退録 進退書類・教官(上申書) 3③ 総務部人事課第二任用掛 1992/4/1 30年 2022/3/31 紙 車庫倉庫 総務部人事課長 廃棄

1991年度 第二人事 進退録 進退書類・教官(上申書) 3④ 総務部人事課第二任用掛 1992/4/1 30年 2022/3/31 紙 車庫倉庫 総務部人事課長 廃棄

1991年度 第二人事 進退録 進退書類・教官(上申書) 3⑤ 総務部人事課第二任用掛 1992/4/1 30年 2022/3/31 紙 車庫倉庫 総務部人事課長 廃棄

1991年度 第二人事 進退録 進退書類・教官(上申書) 3⑥ 総務部人事課第二任用掛 1992/4/1 30年 2022/3/31 紙 車庫倉庫 総務部人事課長 廃棄

1991年度 第二人事 進退録 進退書類・教官(上申書) 3⑦ 総務部人事課第二任用掛 1992/4/1 30年 2022/3/31 紙 車庫倉庫 総務部人事課長 廃棄

1991年度 第二人事 進退録 進退書類・教官(上申書) 3⑧ 総務部人事課第二任用掛 1992/4/1 30年 2022/3/31 紙 車庫倉庫 総務部人事課長 廃棄

1991年度 第二人事 進退録 進退書類・教官(上申書) 3⑨ 総務部人事課第二任用掛 1992/4/1 30年 2022/3/31 紙 車庫倉庫 総務部人事課長 廃棄

1991年度 第二人事 進退録 進退書類・教官(上申書) 3⑩ 総務部人事課第二任用掛 1992/4/1 30年 2022/3/31 紙 車庫倉庫 総務部人事課長 廃棄

1991年度 第二人事 進退録 進退書類・教官(上申書) 3⑪ 総務部人事課第二任用掛 1992/4/1 30年 2022/3/31 紙 車庫倉庫 総務部人事課長 廃棄

1991年度 第二人事 進退録 進退書類・教官(上申書) 3⑫ 総務部人事課第二任用掛 1992/4/1 30年 2022/3/31 紙 車庫倉庫 総務部人事課長 廃棄

1991年度 第三人事 級別定数 定数関係(昭63～平3年度) 総務部人事課第一給与掛 1992/4/1 30年 2022/3/31 紙 ロッカー室 総務部人事課長 廃棄

1991年度 第一人事 定員 定員及び定員削減の経過 総務部人事課第一任用掛長 － 無期限 - 紙 人事課事務室 総務部人事課長 移管

1992年度 第二人事 定員 教官の欠員流用綴2 総務部人事課第三任用掛 1993/4/1 30年 2023/3/31 紙 車庫倉庫 総務部人事課長 移管

1992年度 第二人事 進退録 学長・学部長・政令部局長等(上申書)4 総務部人事課第二任用掛 1993/4/1 30年 2023/3/31 紙 車庫倉庫 総務部人事課長 移管

1992年度 第二人事 進退録 進退書類・教官(上申書) 4① 総務部人事課第二任用掛 1993/4/1 30年 2023/3/31 紙 車庫倉庫 総務部人事課長 廃棄

1992年度 第二人事 進退録 進退書類・教官(上申書) 4② 総務部人事課第二任用掛 1993/4/1 30年 2023/3/31 紙 車庫倉庫 総務部人事課長 廃棄

1992年度 第二人事 進退録 進退書類・教官(上申書) 4③ 総務部人事課第二任用掛 1993/4/1 30年 2023/3/31 紙 車庫倉庫 総務部人事課長 廃棄

1992年度 第二人事 進退録 進退書類・教官(上申書) 4④ 総務部人事課第二任用掛 1993/4/1 30年 2023/3/31 紙 車庫倉庫 総務部人事課長 廃棄

1992年度 第二人事 進退録 進退書類・教官(上申書) 4⑤ 総務部人事課第二任用掛 1993/4/1 30年 2023/3/31 紙 車庫倉庫 総務部人事課長 廃棄

1992年度 第二人事 進退録 進退書類・教官(上申書) 4⑥ 総務部人事課第二任用掛 1993/4/1 30年 2023/3/31 紙 車庫倉庫 総務部人事課長 廃棄

1992年度 第二人事 進退録 進退書類・教官(上申書) 4⑦ 総務部人事課第二任用掛 1993/4/1 30年 2023/3/31 紙 車庫倉庫 総務部人事課長 廃棄

1992年度 第二人事 進退録 進退書類・教官(上申書) 4⑧ 総務部人事課第二任用掛 1993/4/1 30年 2023/3/31 紙 車庫倉庫 総務部人事課長 廃棄

1992年度 第二人事 進退録 進退書類・教官(上申書) 4⑨ 総務部人事課第二任用掛 1993/4/1 30年 2023/3/31 紙 車庫倉庫 総務部人事課長 廃棄



作成・取得年度 大分類 中分類
ファイル名
（小分類）

作成・取得者 起算日 保存期間 保存期間満了日
媒体の種

別 保存場所 管理者
保存期間満了時の措
置 備考

1992年度 第二人事 進退録 進退書類・教官(上申書) 4⑩ 総務部人事課第二任用掛 1993/4/1 30年 2023/3/31 紙 車庫倉庫 総務部人事課長 廃棄

1992年度 第二人事 進退録 進退書類・教官(上申書) 4⑪ 総務部人事課第二任用掛 1993/4/1 30年 2023/3/31 紙 車庫倉庫 総務部人事課長 廃棄

1992年度 第一人事 任免 勤務延長 総務部人事課第一任用掛長 1993/4/1 30年 2023/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

1992年度 第二人事 規程 任免関係例規(平成4年度～12年) 総務部人事課第二任用掛 2001/4/1 30年 2031/3/31 紙
事務局倉庫（財務
課裏）

総務部人事課長 移管

1992年度 第一人事 定員 定員削減資料関係 総務部人事課第一任用掛長 － 無期限 - 紙 人事課事務室 総務部人事課長 移管

1993年度 第一人事 人事異動 人事交流に関する覚書 総務部人事課第一任用掛長 2003/4/1 20年 2023/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

1993年度 第二人事 進退録 学長・学部長・政令部局長等(上申書)5 総務部人事課第二任用掛 1994/4/1 30年 2024/3/31 紙 車庫倉庫 総務部人事課長 移管

1993年度 第二人事 進退録 進退書類・教官(上申書) 5① 総務部人事課第二任用掛 1994/4/1 30年 2024/3/31 紙 車庫倉庫 総務部人事課長 廃棄

1993年度 第二人事 進退録 進退書類・教官(上申書) 5② 総務部人事課第二任用掛 1994/4/1 30年 2024/3/31 紙 車庫倉庫 総務部人事課長 廃棄

1993年度 第二人事 進退録 進退書類・教官(上申書) 5③ 総務部人事課第二任用掛 1994/4/1 30年 2024/3/31 紙 車庫倉庫 総務部人事課長 廃棄

1993年度 第二人事 進退録 進退書類・教官(上申書) 5④ 総務部人事課第二任用掛 1994/4/1 30年 2024/3/31 紙 車庫倉庫 総務部人事課長 廃棄

1993年度 第二人事 進退録 進退書類・教官(上申書) 5⑤ 総務部人事課第二任用掛 1994/4/1 30年 2024/3/31 紙 車庫倉庫 総務部人事課長 廃棄

1993年度 第二人事 進退録 進退書類・教官(上申書) 5⑥ 総務部人事課第二任用掛 1994/4/1 30年 2024/3/31 紙 車庫倉庫 総務部人事課長 廃棄

1993年度 第二人事 進退録 進退書類・教官(上申書) 5⑦ 総務部人事課第二任用掛 1994/4/1 30年 2024/3/31 紙 車庫倉庫 総務部人事課長 廃棄

1993年度 第二人事 進退録 進退書類・教官(上申書) 5⑧ 総務部人事課第二任用掛 1994/4/1 30年 2024/3/31 紙 車庫倉庫 総務部人事課長 廃棄

1993年度 第二人事 進退録 進退書類・教官(上申書) 5⑨ 総務部人事課第二任用掛 1994/4/1 30年 2024/3/31 紙 車庫倉庫 総務部人事課長 廃棄

1993年度 第二人事 進退録 進退書類・教官(上申書) 5⑩ 総務部人事課第二任用掛 1994/4/1 30年 2024/3/31 紙 車庫倉庫 総務部人事課長 廃棄

1993年度 第二人事 進退録 進退書類・教官(上申書) 5⑪ 総務部人事課第二任用掛 1994/4/1 30年 2024/3/31 紙 車庫倉庫 総務部人事課長 廃棄

1993年度 第二人事 進退録 進退書類・教官(上申書) 5⑫ 総務部人事課第二任用掛 1994/4/1 30年 2024/3/31 紙 車庫倉庫 総務部人事課長 廃棄

1993年度 第三人事 級別定数 級別定数管理簿(平3～5年度) 総務部人事課第一給与掛 1994/4/1 30年 2024/3/31 紙 ロッカー室 総務部人事課長 廃棄

1993年度 第三人事 級別定数 定数関係(平4～5年度) 総務部人事課第一給与掛 1994/4/1 30年 2024/3/31 紙 ロッカー室 総務部人事課長 廃棄

1993年度 第二人事 称号 客員教授・客員助教授の選考(称号付与)(平成5年～平成7年) 総務部人事課第二任用掛 1994/4/1 30年 2026/3/31 紙 車庫倉庫 総務部人事課長 移管

1993年度 第一人事 定員 定員削減綴 総務部人事課第一任用掛長 － 無期限 - 紙 人事課事務室 総務部人事課長 移管

1994年度 第二人事 進退録 進退書類・教官(上申書) 6① 総務部人事課第二任用掛 1995/4/1 30年 2025/3/31 紙 車庫倉庫 総務部人事課長 廃棄

1994年度 第二人事 進退録 進退書類・教官(上申書) 6② 総務部人事課第二任用掛 1995/4/1 30年 2025/3/31 紙 車庫倉庫 総務部人事課長 廃棄

1994年度 第二人事 進退録 進退書類・教官(上申書) 6③ 総務部人事課第二任用掛 1995/4/1 30年 2025/3/31 紙 車庫倉庫 総務部人事課長 廃棄

1994年度 第二人事 進退録 進退書類・教官(上申書) 6④ 総務部人事課第二任用掛 1995/4/1 30年 2025/3/31 紙 車庫倉庫 総務部人事課長 廃棄

1994年度 第二人事 進退録 進退書類・教官(上申書) 6⑤ 総務部人事課第二任用掛 1995/4/1 30年 2025/3/31 紙 車庫倉庫 総務部人事課長 廃棄

1994年度 第二人事 進退録 進退書類・教官(上申書) 6⑥ 総務部人事課第二任用掛 1995/4/1 30年 2025/3/31 紙 車庫倉庫 総務部人事課長 廃棄

1994年度 第二人事 進退録 進退書類・教官(上申書) 6⑦ 総務部人事課第二任用掛 1995/4/1 30年 2025/3/31 紙 車庫倉庫 総務部人事課長 廃棄

1994年度 第二人事 進退録 進退書類・教官(上申書) 6⑧ 総務部人事課第二任用掛 1995/4/1 30年 2025/3/31 紙 車庫倉庫 総務部人事課長 廃棄

1994年度 第二人事 進退録 進退書類・教官(上申書) 6⑨ 総務部人事課第二任用掛 1995/4/1 30年 2025/3/31 紙 車庫倉庫 総務部人事課長 廃棄

1994年度 第二人事 進退録 進退書類・教官(上申書) 6⑩ 総務部人事課第二任用掛 1995/4/1 30年 2025/3/31 紙 車庫倉庫 総務部人事課長 廃棄

1994年度 第二人事 進退録 進退書類・教官(上申書) 6⑪ 総務部人事課第二任用掛 1995/4/1 30年 2025/3/31 紙 車庫倉庫 総務部人事課長 廃棄

1994年度 第二人事 併任 常勤併任・教官(6年度) 総務部人事課第二任用掛 1995/4/1 30年 2025/3/31 紙 車庫倉庫 総務部人事課長 廃棄

1994年度 第二人事 進退録 学長・学部長・政令部局長等(上申書)6-7 総務部人事課第二任用掛 1996/4/1 30年 2026/3/31 紙 車庫倉庫 総務部人事課長 移管

1994年度 第二人事 外国人教師 外国人教師等契約関係綴(6～10) 総務部人事課第三任用掛 1999/4/1 30年 2029/3/31 紙 車庫倉庫 総務部人事課長 廃棄

1994年度 第一人事 任免 選考採用 総務部人事課第一任用掛長 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

1994年度 第一人事 定員 定員に関する覚書等 総務部人事課第一任用掛長 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

1995年度 第二人事 進退録 学長・学部長・政令部局長等(上申書)7 総務部人事課第二任用掛 1996/4/1 30年 2026/3/31 紙 車庫倉庫 総務部人事課長 移管

1995年度 第二人事 進退録 進退書類・教官(上申書) 7① 総務部人事課第二任用掛 1996/4/1 30年 2026/3/31 紙 車庫倉庫 総務部人事課長 廃棄

1995年度 第二人事 進退録 進退書類・教官(上申書) 7② 総務部人事課第二任用掛 1996/4/1 30年 2026/3/31 紙 車庫倉庫 総務部人事課長 廃棄



作成・取得年度 大分類 中分類
ファイル名
（小分類）

作成・取得者 起算日 保存期間 保存期間満了日
媒体の種

別 保存場所 管理者
保存期間満了時の措
置 備考

1995年度 第二人事 進退録 進退書類・教官(上申書) 7③ 総務部人事課第二任用掛 1996/4/1 30年 2026/3/31 紙 車庫倉庫 総務部人事課長 廃棄

1995年度 第二人事 進退録 進退書類・教官(上申書) 7④ 総務部人事課第二任用掛 1996/4/1 30年 2026/3/31 紙 車庫倉庫 総務部人事課長 廃棄

1995年度 第二人事 進退録 進退書類・教官(上申書) 7⑤ 総務部人事課第二任用掛 1996/4/1 30年 2026/3/31 紙 車庫倉庫 総務部人事課長 廃棄

1995年度 第二人事 進退録 進退書類・教官(上申書) 7⑥ 総務部人事課第二任用掛 1996/4/1 30年 2026/3/31 紙 車庫倉庫 総務部人事課長 廃棄

1995年度 第二人事 進退録 進退書類・教官(上申書) 7⑦ 総務部人事課第二任用掛 1996/4/1 30年 2026/3/31 紙 車庫倉庫 総務部人事課長 廃棄

1995年度 第二人事 進退録 進退書類・教官(上申書) 7⑧ 総務部人事課第二任用掛 1996/4/1 30年 2026/3/31 紙 車庫倉庫 総務部人事課長 廃棄

1995年度 第二人事 進退録 進退書類・教官(上申書) 7⑨ 総務部人事課第二任用掛 1996/4/1 30年 2026/3/31 紙 車庫倉庫 総務部人事課長 廃棄

1995年度 第二人事 進退録 進退書類・教官(上申書) 7⑩ 総務部人事課第二任用掛 1996/4/1 30年 2026/3/31 紙 車庫倉庫 総務部人事課長 廃棄

1995年度 第二人事 進退録 進退書類・教官(上申書) 7⑪ 総務部人事課第二任用掛 1996/4/1 30年 2026/3/31 紙 車庫倉庫 総務部人事課長 廃棄

1995年度 第三人事 級別定数 級別定数管理簿(平6～7年度) 総務部人事課第一給与掛 1996/4/1 30年 2026/3/31 紙 ロッカー室 総務部人事課長 廃棄

1995年度 第一人事 定員 供出定員関係 総務部人事課第一任用掛長 1996/4/1 30年 2026/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

1995年度 第一人事 定員 定員別現員表 総務部人事課第一任用掛長 1996/4/1 30年 2026/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

1995年度 第一人事 任免 行（二）採用に関する綴 総務部人事課第一任用掛長 1996/4/1 30年 2026/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

1995年度 第二人事 称号 客員教授・客員助教授の選考(称号付与)(平成8年3月～平成11年3月) 総務部人事課第二任用掛 1999/4/1 30年 2029/3/31 紙 車庫倉庫 総務部人事課長 移管

1995年度 第一人事 定員 定員削減実施計画書 総務部人事課第一任用掛長 － 無期限 - 紙 人事課事務室 総務部人事課長 移管

1996年度 第二人事 進退録 学長・学部長・政令部局長等(上申書)8 総務部人事課第二任用掛 1997/4/1 30年 2027/3/31 紙 車庫倉庫 総務部人事課長 移管

1996年度 第二人事 進退録 進退書類・教官(上申書) 8① 総務部人事課第二任用掛 1997/4/1 30年 2027/3/31 紙 車庫倉庫 総務部人事課長 廃棄

1996年度 第二人事 進退録 進退書類・教官(上申書) 8② 総務部人事課第二任用掛 1997/4/1 30年 2027/3/31 紙 車庫倉庫 総務部人事課長 廃棄

1996年度 第二人事 進退録 進退書類・教官(上申書) 8③ 総務部人事課第二任用掛 1997/4/1 30年 2027/3/31 紙 車庫倉庫 総務部人事課長 廃棄

1996年度 第二人事 進退録 進退書類・教官(上申書) 8④ 総務部人事課第二任用掛 1997/4/1 30年 2027/3/31 紙 車庫倉庫 総務部人事課長 廃棄

1996年度 第二人事 進退録 進退書類・教官(上申書) 8⑤ 総務部人事課第二任用掛 1997/4/1 30年 2027/3/31 紙 車庫倉庫 総務部人事課長 廃棄

1996年度 第二人事 進退録 進退書類・教官(上申書) 8⑥ 総務部人事課第二任用掛 1997/4/1 30年 2027/3/31 紙 車庫倉庫 総務部人事課長 廃棄

1996年度 第二人事 進退録 進退書類・教官(上申書) 8⑦ 総務部人事課第二任用掛 1997/4/1 30年 2027/3/31 紙 車庫倉庫 総務部人事課長 廃棄

1996年度 第二人事 進退録 進退書類・教官(上申書) 8⑧ 総務部人事課第二任用掛 1997/4/1 30年 2027/3/31 紙 車庫倉庫 総務部人事課長 廃棄

1996年度 第二人事 進退録 進退書類・教官(上申書) 8⑨ 総務部人事課第二任用掛 1997/4/1 30年 2027/3/31 紙 車庫倉庫 総務部人事課長 廃棄

1996年度 第二人事 進退録 進退書類・教官(上申書) 8⑩ 総務部人事課第二任用掛 1997/4/1 30年 2027/3/31 紙 車庫倉庫 総務部人事課長 廃棄

1996年度 第二人事 分限免職・懲戒免職 分限免職・懲戒免職の処分文書(平成9年3月分限免職) 総務部人事課第二任用掛 1997/4/1 30年 2027/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 移管

1996年度 第三人事 級別定数 定数関係(平6～8年度) 総務部人事課第一給与掛 1997/4/1 30年 2027/3/31 紙 ロッカー室 総務部人事課長 廃棄

1997年度 第二人事 定員 教官の欠員流用綴3 総務部人事課第三任用掛 1998/4/1 30年 2028/3/31 紙 車庫倉庫 総務部人事課長 廃棄

1997年度 第二人事 進退録 学長・学部長・政令部局長等(上申書)9 総務部人事課第二任用掛 1998/4/1 30年 2028/3/31 紙 車庫倉庫 総務部人事課長 移管

1997年度 第二人事 進退録 進退書類・教官(上申書) 9① 総務部人事課第二任用掛 1998/4/1 30年 2028/3/31 紙 車庫倉庫 総務部人事課長 廃棄

1997年度 第二人事 進退録 進退書類・教官(上申書) 9② 総務部人事課第二任用掛 1998/4/1 30年 2028/3/31 紙 車庫倉庫 総務部人事課長 廃棄

1997年度 第二人事 進退録 進退書類・教官(上申書) 9③ 総務部人事課第二任用掛 1998/4/1 30年 2028/3/31 紙 車庫倉庫 総務部人事課長 廃棄

1997年度 第二人事 進退録 進退書類・教官(上申書) 9④ 総務部人事課第二任用掛 1998/4/1 30年 2028/3/31 紙 車庫倉庫 総務部人事課長 廃棄

1997年度 第二人事 進退録 進退書類・教官(上申書) 9⑤ 総務部人事課第二任用掛 1998/4/1 30年 2028/3/31 紙 車庫倉庫 総務部人事課長 廃棄

1997年度 第二人事 進退録 進退書類・教官(上申書) 9⑥ 総務部人事課第二任用掛 1998/4/1 30年 2028/3/31 紙 車庫倉庫 総務部人事課長 廃棄

1997年度 第二人事 進退録 進退書類・教官(上申書) 9⑦ 総務部人事課第二任用掛 1998/4/1 30年 2028/3/31 紙 車庫倉庫 総務部人事課長 廃棄

1997年度 第二人事 進退録 進退書類・教官(上申書) 9⑧ 総務部人事課第二任用掛 1998/4/1 30年 2028/3/31 紙 車庫倉庫 総務部人事課長 廃棄

1997年度 第二人事 進退録 進退書類・教官(上申書) 9⑨ 総務部人事課第二任用掛 1998/4/1 30年 2028/3/31 紙 車庫倉庫 総務部人事課長 廃棄

1997年度 第二人事 分限免職・懲戒免職 分限免職・懲戒免職の処分文書(平成10年2月懲戒免職) 総務部人事課第二任用掛 1998/4/1 30年 2028/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 移管

1997年度 第三人事 級別定数 級別定数管理簿(平8～9年度) 総務部人事課第一給与掛 1998/4/1 30年 2028/3/31 紙 ロッカー室 総務部人事課長 廃棄

1997年度 第一人事 定員 合理化減関係綴 総務部人事課第一任用掛長 1998/4/1 30年 2028/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄
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1997年度 第一人事 定員 定員管理簿 総務部人事課第一任用掛長 － 無期限 - 紙 人事課事務室 総務部人事課長 移管

1998年度 第二人事 進退録 学長・学部長・政令部局長等(上申書)10 総務部人事課第二任用掛 1999/4/1 30年 2029/3/31 紙 車庫倉庫 総務部人事課長 廃棄

1998年度 第二人事 進退録 進退書類・教官(上申書) 10① 総務部人事課第二任用掛 1999/4/1 30年 2029/3/31 紙 車庫倉庫 総務部人事課長 廃棄

1998年度 第二人事 進退録 進退書類・教官(上申書) 10② 総務部人事課第二任用掛 1999/4/1 30年 2029/3/31 紙 車庫倉庫 総務部人事課長 廃棄

1998年度 第二人事 進退録 進退書類・教官(上申書) 10③ 総務部人事課第二任用掛 1999/4/1 30年 2029/3/31 紙 車庫倉庫 総務部人事課長 廃棄

1998年度 第二人事 進退録 進退書類・教官(上申書) 10④ 総務部人事課第二任用掛 1999/4/1 30年 2029/3/31 紙 車庫倉庫 総務部人事課長 廃棄

1998年度 第二人事 進退録 進退書類・教官(上申書) 10⑤ 総務部人事課第二任用掛 1999/4/1 30年 2029/3/31 紙 車庫倉庫 総務部人事課長 廃棄

1998年度 第二人事 進退録 進退書類・教官(上申書) 10⑥ 総務部人事課第二任用掛 1999/4/1 30年 2029/3/31 紙 車庫倉庫 総務部人事課長 廃棄

1998年度 第二人事 進退録 進退書類・教官(上申書) 10⑦ 総務部人事課第二任用掛 1999/4/1 30年 2029/3/31 紙 車庫倉庫 総務部人事課長 廃棄

1998年度 第二人事 進退録 進退書類・教官(上申書) 10⑧ 総務部人事課第二任用掛 1999/4/1 30年 2029/3/31 紙 車庫倉庫 総務部人事課長 廃棄

1998年度 第二人事 進退録 進退書類・教官(上申書) 10⑨ 総務部人事課第二任用掛 1999/4/1 30年 2029/3/31 紙 車庫倉庫 総務部人事課長 廃棄

1998年度 第二人事 併任 常勤併任・教官(10年度-11年度) 総務部人事課第二任用掛 1999/4/1 30年 2030/3/31 紙 車庫倉庫 総務部人事課長 廃棄

1998年度 第二人事 現員 教官定員・現員表(平10年～平18年度) 総務部人事課第二任用掛 2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 車庫倉庫 総務部人事課長 廃棄

1999年度 第二人事 進退録 学長・学部長・政令部局長等(上申書)11 総務部人事課第二任用掛 2000/4/1 30年 2030/3/31 紙 車庫倉庫 総務部人事課長 移管

1999年度 第二人事 進退録 進退書類・教官(上申書) 11① 総務部人事課第二任用掛 2000/4/1 30年 2030/3/31 紙 車庫倉庫 総務部人事課長 廃棄

1999年度 第二人事 進退録 進退書類・教官(上申書) 11② 総務部人事課第二任用掛 2000/4/1 30年 2030/3/31 紙 車庫倉庫 総務部人事課長 廃棄

1999年度 第二人事 進退録 進退書類・教官(上申書) 11③ 総務部人事課第二任用掛 2000/4/1 30年 2030/3/31 紙 車庫倉庫 総務部人事課長 廃棄

1999年度 第二人事 進退録 進退書類・教官(上申書) 11④ 総務部人事課第二任用掛 2000/4/1 30年 2030/3/31 紙 車庫倉庫 総務部人事課長 廃棄

1999年度 第二人事 進退録 進退書類・教官(上申書) 11⑤ 総務部人事課第二任用掛 2000/4/1 30年 2030/3/31 紙 車庫倉庫 総務部人事課長 廃棄

1999年度 第二人事 進退録 進退書類・教官(上申書) 11⑥ 総務部人事課第二任用掛 2000/4/1 30年 2030/3/31 紙 車庫倉庫 総務部人事課長 廃棄

1999年度 第二人事 進退録 進退書類・教官(上申書) 11⑦ 総務部人事課第二任用掛 2000/4/1 30年 2030/3/31 紙 車庫倉庫 総務部人事課長 廃棄

1999年度 第二人事 進退録 進退書類・教官(上申書) 11⑧ 総務部人事課第二任用掛 2000/4/1 30年 2030/3/31 紙 車庫倉庫 総務部人事課長 廃棄

1999年度 第二人事 進退録 進退書類・教官(上申書) 11⑨ 総務部人事課第二任用掛 2000/4/1 30年 2030/3/31 紙 車庫倉庫 総務部人事課長 廃棄

1999年度 第二人事 進退録 進退書類・教官(上申書) 11⑩ 総務部人事課第二任用掛 2000/4/1 30年 2030/3/31 紙 車庫倉庫 総務部人事課長 廃棄

1999年度 第二人事 人事院規則11-4
人事院規則11-4に規定する研究所の取り扱いについて(協議書類)(平
成11年9月)

総務部人事課第二任用掛 2000/4/1 30年 2030/3/31 紙 車庫倉庫 総務部人事課長 廃棄

1999年度 第二人事 併任 常勤併任・教官(11年度) 総務部人事課第二任用掛 2000/4/1 30年 2030/3/31 紙 車庫倉庫 総務部人事課長 廃棄

1999年度 第三人事 級別定数 級別定数管理簿(平10～11年度) 総務部人事課第一給与掛 2000/4/1 30年 2030/3/31 紙 ロッカー室 総務部人事課長 廃棄

1999年度 第一人事 任免 進退書類綴　附属病院　行（二）医（二）（三） 総務部人事課第一任用掛長 2000/4/1 30年 2030/3/31 紙
事務局倉庫（財務
課裏）

総務部人事課長 廃棄

1999年度 第一人事 任免 進退書類綴　附属病院　行（二）医（二）（三）を除くその他の職員 総務部人事課第一任用掛長 2000/4/1 30年 2030/3/31 紙
事務局倉庫（財務
課裏）

総務部人事課長 廃棄

1999年度 第二人事 称号 客員教授客員助教授選考綴 11-12 総務部人事課第二任用 2000/4/1 30年 2031/3/31 紙 車庫倉庫 総務部人事課長 移管

1999年度 第二人事 外国人教師 外国人教師等契約関係綴(11～13) 総務部人事課第三任用掛 2000/4/1 30年 2032/3/31 紙 車庫倉庫 総務部人事課長 廃棄

2000年度 第二人事 称号 客員教授客員助教授選考綴 12 総務部人事課第二任用 2001/4/1 30年 2031/3/31 紙 車庫倉庫 総務部人事課長 移管

2000年度 第二人事 進退録 学長・学部長・政令部局長等(上申書)12 総務部人事課第二任用掛 2001/4/1 30年 2031/3/31 紙 車庫倉庫 総務部人事課長 移管

2000年度 第二人事 進退録 進退書類・教官(上申書) 12① 総務部人事課第二任用掛 2001/4/1 30年 2031/3/31 紙 車庫倉庫 総務部人事課長 廃棄

2000年度 第二人事 進退録 進退書類・教官(上申書) 12② 総務部人事課第二任用掛 2001/4/1 30年 2031/3/31 紙 車庫倉庫 総務部人事課長 廃棄

2000年度 第二人事 進退録 進退書類・教官(上申書) 12③ 総務部人事課第二任用掛 2001/4/1 30年 2031/3/31 紙 車庫倉庫 総務部人事課長 廃棄

2000年度 第二人事 進退録 進退書類・教官(上申書) 12④ 総務部人事課第二任用掛 2001/4/1 30年 2031/3/31 紙 車庫倉庫 総務部人事課長 廃棄

2000年度 第二人事 進退録 進退書類・教官(上申書) 12⑤ 総務部人事課第二任用掛 2001/4/1 30年 2031/3/31 紙 車庫倉庫 総務部人事課長 廃棄

2000年度 第二人事 進退録 進退書類・教官(上申書) 12⑥ 総務部人事課第二任用掛 2001/4/1 30年 2031/3/31 紙 車庫倉庫 総務部人事課長 廃棄

2000年度 第二人事 進退録 進退書類・教官(上申書) 12⑦ 総務部人事課第二任用掛 2001/4/1 30年 2031/3/31 紙 車庫倉庫 総務部人事課長 廃棄

2000年度 第二人事 進退録 進退書類・教官(上申書) 12⑧ 総務部人事課第二任用掛 2001/4/1 30年 2031/3/31 紙 車庫倉庫 総務部人事課長 廃棄

2000年度 第二人事 進退録 進退書類・教官(上申書) 12⑨ 総務部人事課第二任用掛 2001/4/1 30年 2031/3/31 紙 車庫倉庫 総務部人事課長 廃棄
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2000年度 第二人事 進退録 進退書類・教官(上申書) 12⑩ 総務部人事課第二任用掛 2001/4/1 30年 2031/3/31 紙 車庫倉庫 総務部人事課長 廃棄

2000年度 第二人事 進退録 進退書類・教官(上申書) 12⑪ 総務部人事課第二任用掛 2001/4/1 30年 2031/3/31 紙 車庫倉庫 総務部人事課長 廃棄

2000年度 第二人事 併任 常勤併任・教官(12年度) 総務部人事課第二任用掛 2001/4/1 30年 2031/3/31 紙 車庫倉庫 総務部人事課長 廃棄

2000年度 第三人事 級別定数 級別定数管理簿(平12年度) 総務部人事課第一給与掛 2001/4/1 30年 2031/3/31 紙 ロッカー室 総務部人事課長 廃棄

2000年度 第三人事 級別定数 定数関係(平9～12年度) 総務部人事課第一給与掛 2001/4/1 30年 2031/3/31 紙 ロッカー室 総務部人事課長 廃棄

2000年度 第三人事 諸手当 宿日直勤務 申請関係 1 総務部人事課第二給与掛 2001/4/1 30年 2031/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2000年度 第三人事 諸手当 宿日直勤務 申請関係 2 総務部人事課第二給与掛 2001/4/1 30年 2031/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2000年度 第一人事 任免 進退書類綴　附属病院　行（二）医（二）（三） 総務部人事課第一任用掛長 2001/4/1 30年 2031/3/31 紙
事務局倉庫（財務
課裏）

総務部人事課長 廃棄

2000年度 第一人事 任免 進退書類綴　附属病院　行（二）医（二）（三）を除くその他の職員 総務部人事課第一任用掛長 2001/4/1 30年 2031/3/31 紙
事務局倉庫（財務
課裏）

総務部人事課長 廃棄

2001年度 第二人事 外国人教師 外国人研究員関係綴 13 総務部人事課第三任用 2002/4/1 30年 2032/3/31 紙 車庫倉庫 総務部人事課長 廃棄

2001年度 第二人事 旧姓使用 職員の旧姓使用及び通称名使用関係 総務部人事課第三任用掛 2002/4/1 30年 2032/3/31 紙 車庫倉庫 総務部人事課長 廃棄

2001年度 第二人事 旧姓使用 職員の旧姓使用受付簿(平成13年) 総務部人事課第三任用掛 2002/4/1 30年 2032/3/31 紙 車庫倉庫 総務部人事課長 廃棄

2001年度 第二人事 非常勤講師
非常勤講師の任用のあり方等について(教育研究組織創設等小委員
会)

総務部人事課第三任用掛 2002/4/1 30年 2032/3/31 紙 車庫倉庫 総務部人事課長 移管

2001年度 第二人事 進退録 進退書類綴 教官 13① 総務部人事課第二任用 2002/4/1 30年 2032/3/31 紙 車庫倉庫 総務部人事課長 廃棄

2001年度 第二人事 進退録 進退書類綴 教官 13② 総務部人事課第二任用 2002/4/1 30年 2032/3/31 紙 車庫倉庫 総務部人事課長 廃棄

2001年度 第二人事 進退録 進退書類綴 教官 13③ 総務部人事課第二任用 2002/4/1 30年 2032/3/31 紙 車庫倉庫 総務部人事課長 廃棄

2001年度 第二人事 進退録 進退書類綴 教官 13④ 総務部人事課第二任用 2002/4/1 30年 2032/3/31 紙 車庫倉庫 総務部人事課長 廃棄

2001年度 第二人事 進退録 進退書類綴 教官 13⑤ 総務部人事課第二任用 2002/4/1 30年 2032/3/31 紙 車庫倉庫 総務部人事課長 廃棄

2001年度 第二人事 進退録 進退書類綴 教官 13⑥ 総務部人事課第二任用 2002/4/1 30年 2032/3/31 紙 車庫倉庫 総務部人事課長 廃棄

2001年度 第二人事 進退録 進退書類綴 教官 13⑦ 総務部人事課第二任用 2002/4/1 30年 2032/3/31 紙 車庫倉庫 総務部人事課長 廃棄

2001年度 第二人事 進退録 進退書類綴 教官 13⑧ 総務部人事課第二任用 2002/4/1 30年 2032/3/31 紙 車庫倉庫 総務部人事課長 廃棄

2001年度 第二人事 進退録 進退書類綴 教官 13⑨ 総務部人事課第二任用 2002/4/1 30年 2032/3/31 紙 車庫倉庫 総務部人事課長 廃棄

2001年度 第二人事 進退録 進退書類綴 教官 13⑩ 総務部人事課第二任用 2002/4/1 30年 2032/3/31 紙 車庫倉庫 総務部人事課長 廃棄

2001年度 第二人事 進退録 進退書類綴 教官 13⑪ 総務部人事課第二任用 2002/4/1 30年 2032/3/31 紙 車庫倉庫 総務部人事課長 廃棄

2001年度 第二人事 進退録 学長・学部長・政令部局長等(上申書)13 総務部人事課第二任用掛 2002/4/1 30年 2032/3/31 紙 車庫倉庫 総務部人事課長 移管

2001年度 第三人事 級別定数 級別定数管理簿(13年度) 総務部人事課第一給与掛 2002/4/1 30年 2032/3/31 紙 ロッカー室 総務部人事課長 廃棄

2001年度 第一人事 任免 行（二）採用に関する綴 総務部人事課第一任用掛長 2002/4/1 30年 2032/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2001年度 第一人事 任免 進退書類綴　附属病院　行（二）医（二）（三） 総務部人事課第一任用掛長 2002/4/1 30年 2032/3/31 紙
事務局倉庫（財務
課裏）

総務部人事課長 廃棄

2001年度 第一人事 任免 進退書類綴　附属病院　行（二）医（二）（三）を除くその他の職員 総務部人事課第一任用掛長 2002/4/1 30年 2032/3/31 紙
事務局倉庫（財務
課裏）

総務部人事課長 廃棄

2001年度 第二人事 併任 常勤併任綴 13-14 総務部人事課第三任用 2003/4/1 30年 2033/3/31 紙 車庫倉庫 総務部人事課長 廃棄

2001年度 第二人事 称号 客員教授客員助教授選考綴 13-14 総務部人事課第二任用 2003/4/1 30年 2033/3/31 紙 車庫倉庫 総務部人事課長 移管

2002年度 第三人事 給与決定 指定職(14年度) 総務部人事課第一給与掛 2003/4/1 20年 2023/3/31 紙 総務課横倉庫 総務部人事課長 廃棄

2002年度 第三人事 給与決定 昇格(14年度) 総務部人事課第一給与掛 2003/4/1 20年 2023/3/31 紙 総務課横倉庫 総務部人事課長 廃棄

2002年度 第三人事 給与決定 俸給の切替(在職者調整)14年度 総務部人事課第一給与掛 2003/4/1 20年 2023/3/31 紙 総務課横倉庫 総務部人事課長 廃棄

2002年度 第三人事 給与決定 俸給算定調書(その他) 総務部人事課第一給与掛 2003/4/1 20年 2023/3/31 紙 総務課横倉庫 総務部人事課長 廃棄

2002年度 第三人事 給与決定 俸給算定調書(教官) 総務部人事課第一給与掛 2003/4/1 20年 2023/3/31 紙 総務課横倉庫 総務部人事課長 廃棄

2002年度 第二人事 外国人教師 外国人研究員関係綴 14 総務部人事課第三任用 2003/4/1 30年 2033/3/31 紙 車庫倉庫 総務部人事課長 移管

2002年度 第二人事 併任 常勤併任綴 14 総務部人事課第三任用 2003/4/1 30年 2033/3/31 紙 車庫倉庫 総務部人事課長 廃棄

2002年度 第二人事 旧姓使用 職員の旧姓使用受付簿(平成14年) 総務部人事課第三任用掛 2003/4/1 30年 2033/3/31 紙 車庫倉庫 総務部人事課長 廃棄

2002年度 第二人事 称号 客員教授客員助教授選考綴 14 総務部人事課第二任用 2003/4/1 30年 2033/3/31 紙 車庫倉庫 総務部人事課長 移管

2002年度 第二人事 進退録 学長・学部長・政令部局長等 14 総務部人事課第二任用 2003/4/1 30年 2033/3/31 紙 車庫倉庫 総務部人事課長 移管

2002年度 第二人事 進退録 進退書類綴 教官 14① 総務部人事課第二任用 2003/4/1 30年 2033/3/31 紙 車庫倉庫 総務部人事課長 廃棄
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2002年度 第二人事 進退録 進退書類綴 教官 14② 総務部人事課第二任用 2003/4/1 30年 2033/3/31 紙 車庫倉庫 総務部人事課長 廃棄

2002年度 第二人事 進退録 進退書類綴 教官 14③ 総務部人事課第二任用 2003/4/1 30年 2033/3/31 紙 車庫倉庫 総務部人事課長 廃棄

2002年度 第二人事 進退録 進退書類綴 教官 14④ 総務部人事課第二任用 2003/4/1 30年 2033/3/31 紙 車庫倉庫 総務部人事課長 廃棄

2002年度 第二人事 進退録 進退書類綴 教官 14⑤ 総務部人事課第二任用 2003/4/1 30年 2033/3/31 紙 車庫倉庫 総務部人事課長 廃棄

2002年度 第二人事 進退録 進退書類綴 教官 14⑥ 総務部人事課第二任用 2003/4/1 30年 2033/3/31 紙 車庫倉庫 総務部人事課長 廃棄

2002年度 第二人事 進退録 進退書類綴 教官 14⑦ 総務部人事課第二任用 2003/4/1 30年 2033/3/31 紙 車庫倉庫 総務部人事課長 廃棄

2002年度 第二人事 進退録 進退書類綴 教官 14⑧ 総務部人事課第二任用 2003/4/1 30年 2033/3/31 紙 車庫倉庫 総務部人事課長 廃棄

2002年度 第二人事 進退録 進退書類綴 教官 14⑨ 総務部人事課第二任用 2003/4/1 30年 2033/3/31 紙 車庫倉庫 総務部人事課長 廃棄

2002年度 第二人事 進退録 進退書類綴 教官 14⑩ 総務部人事課第二任用 2003/4/1 30年 2033/3/31 紙 車庫倉庫 総務部人事課長 廃棄

2002年度 第二人事 進退録 進退書類綴 教官 14⑪ 総務部人事課第二任用 2003/4/1 30年 2033/3/31 紙 車庫倉庫 総務部人事課長 廃棄

2002年度 第二人事 進退録 進退書類綴 教官 14⑫ 総務部人事課第二任用 2003/4/1 30年 2033/3/31 紙 車庫倉庫 総務部人事課長 廃棄

2002年度 第三人事 級別定数 級別定数管理簿(14年度) 総務部人事課第一給与掛 2003/4/1 30年 2033/3/31 紙 ロッカー室 総務部人事課長 廃棄

2002年度 第一人事 定員 現員表 総務部人事課第一任用掛長 2003/4/1 30年 2033/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2002年度 第一人事 任免 進退書類綴　附属病院　行（二）医（二）（三）を除くその他の職員 総務部人事課第一任用掛長 2003/4/1 30年 2033/3/31 紙
事務局倉庫（財務
課裏）

総務部人事課長 廃棄

2002年度 第二人事 現員 教官定員・現員表(平成14年～平成15年度) 総務部人事課第二任用掛 2004/4/1 30年 2034/3/31 紙 車庫倉庫 総務部人事課長 移管

2002年度 第二人事 外国人教師 外国人教師等の人事記録・雇用契約書等(離職者)(14～17) 総務部人事課第三任用掛 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 車庫倉庫 総務部人事課長 廃棄

2003年度 第三人事 給与決定 指定職(15年度) 総務部人事課第一給与掛 2004/4/1 20年 2024/3/31 紙 総務課横倉庫 総務部人事課長 廃棄

2003年度 第三人事 給与決定 昇格(15年度) 総務部人事課第一給与掛 2004/4/1 20年 2024/3/31 紙 総務課横倉庫 総務部人事課長 廃棄

2003年度 第三人事 給与決定 昇格関係資料(12年度～15年度) 総務部人事課第一給与掛 2004/4/1 20年 2024/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2003年度 第三人事 給与決定 俸給算定調書(その他) 総務部人事課第一給与掛 2004/4/1 20年 2024/3/31 紙 総務課横倉庫 総務部人事課長 廃棄

2003年度 第三人事 給与決定 俸給算定調書(教官) 総務部人事課第一給与掛 2004/4/1 20年 2024/3/31 紙 総務課横倉庫 総務部人事課長 廃棄

2003年度 第二人事 外国人教師 外国人教師等契約関係綴 15 総務部人事課第三任用 2004/4/1 30年 2034/3/31 紙 車庫倉庫 総務部人事課長 廃棄

2003年度 第二人事 外国人教師 外国人研究員関係綴 15① 総務部人事課第三任用 2004/4/1 30年 2034/3/31 紙 車庫倉庫 総務部人事課長 廃棄

2003年度 第二人事 外国人教師 外国人研究員関係綴 15③ 総務部人事課第三任用 2004/4/1 30年 2034/3/31 紙 車庫倉庫 総務部人事課長 廃棄

2003年度 第二人事 外国人教師 外国人研究員関係綴 15④ 総務部人事課第三任用 2004/4/1 30年 2034/3/31 紙 車庫倉庫 総務部人事課長 廃棄

2003年度 第二人事 併任 常勤併任綴 15 総務部人事課第三任用 2004/4/1 30年 2034/3/31 紙 車庫倉庫 総務部人事課長 廃棄

2003年度 第二人事 旧姓使用 職員の旧姓使用受付簿(平成15年) 総務部人事課第三任用掛 2004/4/1 30年 2034/3/31 紙 車庫倉庫 総務部人事課長 廃棄

2003年度 第二人事 称号 客員教授客員助教授選考綴 15 総務部人事課第二任用 2004/4/1 30年 2034/3/31 紙 車庫倉庫 総務部人事課長 移管

2003年度 第二人事 進退録 学長・学部長・政令部局長等 15 総務部人事課第二任用 2004/4/1 30年 2034/3/31 紙 車庫倉庫 総務部人事課長 廃棄

2003年度 第二人事 進退録 進退書類綴 教官 15① 総務部人事課第二任用 2004/4/1 30年 2034/3/31 紙 車庫倉庫 総務部人事課長 廃棄

2003年度 第二人事 進退録 進退書類綴 教官 15② 総務部人事課第二任用 2004/4/1 30年 2034/3/31 紙 車庫倉庫 総務部人事課長 廃棄

2003年度 第二人事 進退録 進退書類綴 教官 15③ 総務部人事課第二任用 2004/4/1 30年 2034/3/31 紙 車庫倉庫 総務部人事課長 廃棄

2003年度 第二人事 進退録 進退書類綴 教官 15④ 総務部人事課第二任用 2004/4/1 30年 2034/3/31 紙 車庫倉庫 総務部人事課長 廃棄

2003年度 第二人事 進退録 進退書類綴 教官 15⑤ 総務部人事課第二任用 2004/4/1 30年 2034/3/31 紙 車庫倉庫 総務部人事課長 廃棄

2003年度 第二人事 進退録 進退書類綴 教官 15⑥ 総務部人事課第二任用 2004/4/1 30年 2034/3/31 紙 車庫倉庫 総務部人事課長 廃棄

2003年度 第二人事 進退録 進退書類綴 教官 15⑦ 総務部人事課第二任用 2004/4/1 30年 2034/3/31 紙 車庫倉庫 総務部人事課長 廃棄

2003年度 第二人事 進退録 進退書類綴 教官 15⑧ 総務部人事課第二任用 2004/4/1 30年 2034/3/31 紙 車庫倉庫 総務部人事課長 廃棄

2003年度 第二人事 進退録 進退書類綴 教官 15⑨ 総務部人事課第二任用 2004/4/1 30年 2034/3/31 紙 車庫倉庫 総務部人事課長 廃棄

2003年度 第二人事 進退録 進退書類綴 教官 15⑩ 総務部人事課第二任用 2004/4/1 30年 2034/3/31 紙 車庫倉庫 総務部人事課長 廃棄

2003年度 第二人事 進退録 進退書類綴 教官 15⑪ 総務部人事課第二任用 2004/4/1 30年 2034/3/31 紙 車庫倉庫 総務部人事課長 廃棄

2003年度 第二人事 進退録 進退書類綴 教官 15⑫ 総務部人事課第二任用 2004/4/1 30年 2034/3/31 紙 車庫倉庫 総務部人事課長 廃棄

2003年度 第三人事 級別定数 級別定数管理簿(15年度) 総務部人事課第一給与掛 2004/4/1 30年 2034/3/31 紙 ロッカー室 総務部人事課長 廃棄
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2003年度 第三人事 級別定数 定数関係(13～15年度) 総務部人事課第一給与掛 2004/4/1 30年 2034/3/31 紙 ロッカー室 総務部人事課長 廃棄

2003年度 第一人事 任免 進退書類綴　附属病院　行（二）医（二）（三）を除くその他の職員 総務部人事課第一任用掛長 2004/4/1 30年 2034/3/31 紙
事務局倉庫（財務
課裏）

総務部人事課長 廃棄

2004年度 第二人事 外国人教師 外国人研究員関係綴 16① 人事労務課第二人事掛 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 車庫倉庫 総務部人事課長 廃棄

2004年度 第二人事 外国人教師 外国人研究員関係綴 16② 人事労務課第二人事掛 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 車庫倉庫 総務部人事課長 廃棄

2004年度 第二人事 外国人教師 外国人研究員関係綴 16③ 人事労務課第二人事掛 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 車庫倉庫 総務部人事課長 廃棄

2004年度 第二人事 称号 客員教授客員助教授選考綴 16 人事労務課第二人事掛 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 車庫倉庫 総務部人事課長 移管

2004年度 第二人事 進退録 学長・学部長・政令部局長等 16① 人事労務課第二人事掛 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 車庫倉庫 総務部人事課長 移管

2004年度 第二人事 進退録 学長・学部長・政令部局長等 16② 人事労務課第二人事掛 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 車庫倉庫 総務部人事課長 移管

2004年度 第二人事 進退録 進退書類綴 教員 16① 人事労務課第二人事掛 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 車庫倉庫 総務部人事課長 廃棄

2004年度 第二人事 進退録 進退書類綴 教員 16② 人事労務課第二人事掛 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 車庫倉庫 総務部人事課長 廃棄

2004年度 第二人事 進退録 進退書類綴 教員 16③ 人事労務課第二人事掛 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 車庫倉庫 総務部人事課長 廃棄

2004年度 第二人事 進退録 進退書類綴 教員 16④ 人事労務課第二人事掛 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 車庫倉庫 総務部人事課長 廃棄

2004年度 第二人事 進退録 進退書類綴 教員 16⑤ 人事労務課第二人事掛 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 車庫倉庫 総務部人事課長 廃棄

2004年度 第二人事 進退録 進退書類綴 教員 16⑥ 人事労務課第二人事掛 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 車庫倉庫 総務部人事課長 廃棄

2004年度 第二人事 進退録 進退書類綴 教員 16⑦ 人事労務課第二人事掛 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 車庫倉庫 総務部人事課長 廃棄

2004年度 第二人事 進退録 進退書類綴 教員 16⑧ 人事労務課第二人事掛 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 車庫倉庫 総務部人事課長 廃棄

2004年度 第二人事 進退録 進退書類綴 教員 16⑨ 人事労務課第二人事掛 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 車庫倉庫 総務部人事課長 廃棄

2004年度 第二人事 進退録 進退書類綴 教員 16⑩ 人事労務課第二人事掛 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 車庫倉庫 総務部人事課長 廃棄

2004年度 第二人事 進退録 進退書類綴 教員 16⑪ 人事労務課第二人事掛 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 車庫倉庫 総務部人事課長 廃棄

2004年度 第二人事 旧姓使用 職員の旧姓使用受付簿(平成16年) 総務部人事課第三任用掛 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 車庫倉庫 総務部人事課長 廃棄

2004年度 第二人事 現員 教官定員・現員表(平成16年度) 総務部人事課第二任用掛 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 車庫倉庫 総務部人事課長 移管

2004年度 第三人事 級別定数 級別定数管理簿(16年度) 人事労務課第一給与掛 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 ロッカー室 総務部人事課長 廃棄

2004年度 第一人事 任免 進退書類綴　附属病院　行（二）医（二）（三）を除くその他の職員
総務部人事労務課第一人事
掛長

2005/4/1 30年 2035/3/31 紙
事務局倉庫（財務
課裏）

総務部人事課長 廃棄

2004年度 第一人事 定員 現員表 総務部人事課第一任用掛長 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2004年度 第二人事 規程 任免関係例規綴 (平成16年～17年) 総務部人事課第二任用 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 車庫倉庫 総務部人事課長 移管

2004年度 第二人事 特別教授 特別教授称号授与関係平成16年度～ 人事労務課第二人事掛 未定 30年 - 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2005年度 第二人事 外国人教師 外国人研究員関係綴 17① 人事労務課第二人事掛 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 車庫倉庫 総務部人事課長 廃棄

2005年度 第二人事 外国人教師 外国人研究員関係綴 17② 人事労務課第二人事掛 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 車庫倉庫 総務部人事課長 廃棄

2005年度 第二人事 外国人教師 外国人研究員関係綴 17③ 人事労務課第二人事掛 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 車庫倉庫 総務部人事課長 廃棄

2005年度 第二人事 称号 客員教授客員助教授選考綴 17 人事労務課第二人事掛 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 車庫倉庫 総務部人事課長 移管

2005年度 第二人事 進退録 学長・学部長・政令部局長等 17 人事労務課第二人事掛 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 車庫倉庫 総務部人事課長 移管

2005年度 第二人事 進退録 進退書類綴 教員 17① 人事労務課第二人事掛 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 車庫倉庫 総務部人事課長 廃棄

2005年度 第二人事 進退録 進退書類綴 教員 17② 人事労務課第二人事掛 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 車庫倉庫 総務部人事課長 廃棄

2005年度 第二人事 進退録 進退書類綴 教員 17③ 人事労務課第二人事掛 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 車庫倉庫 総務部人事課長 廃棄

2005年度 第二人事 進退録 進退書類綴 教員 17④ 人事労務課第二人事掛 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 車庫倉庫 総務部人事課長 廃棄

2005年度 第二人事 進退録 進退書類綴 教員 17⑤ 人事労務課第二人事掛 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 車庫倉庫 総務部人事課長 廃棄

2005年度 第二人事 進退録 進退書類綴 教員 17⑥ 人事労務課第二人事掛 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 車庫倉庫 総務部人事課長 廃棄

2005年度 第二人事 進退録 進退書類綴 教員 17⑦ 人事労務課第二人事掛 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 車庫倉庫 総務部人事課長 廃棄

2005年度 第二人事 進退録 進退書類綴 教員 17⑧ 人事労務課第二人事掛 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 車庫倉庫 総務部人事課長 廃棄

2005年度 第二人事 進退録 進退書類綴 教員 17⑨ 人事労務課第二人事掛 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 車庫倉庫 総務部人事課長 廃棄

2005年度 第二人事 旧姓使用 職員の旧姓使用受付簿(平成17年) 総務部人事課第三任用掛 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 車庫倉庫 総務部人事課長 廃棄

2005年度 第二人事 現員 教官定員・現員表(平成17年度) 総務部人事課第二任用掛 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 車庫倉庫 総務部人事課長 移管



作成・取得年度 大分類 中分類
ファイル名
（小分類）

作成・取得者 起算日 保存期間 保存期間満了日
媒体の種

別 保存場所 管理者
保存期間満了時の措
置 備考

2005年度 第三人事 級別定数 級別定数管理簿(17年度) 人事労務課第一給与掛 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 ロッカー室 総務部人事課長 廃棄

2005年度 第一人事 任免 進退書類綴　附属病院　行（二）医（二）（三）を除くその他の職員
総務部人事労務課第一人事
掛長

2006/4/1 30年 2036/3/31 紙
事務局倉庫（財務
課裏）

総務部人事課長 廃棄

2006年度 第二人事 旧姓使用 職員の旧姓使用受付簿(平成18年) 総務部人事課第三任用掛 2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 車庫倉庫 総務部人事課長 廃棄

2006年度 第二人事 現員 教官定員・現員表(平成18年度) 総務部人事課第二任用掛 2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 車庫倉庫 総務部人事課長 移管

2006年度 第二人事 外国人教師 外国人研究員関係綴 18①
総務部人事労務課第二人事
掛

2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 車庫倉庫 総務部人事課長 廃棄

2006年度 第二人事 外国人教師 外国人研究員関係綴 18②
総務部人事労務課第二人事
掛

2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 車庫倉庫 総務部人事課長 廃棄

2006年度 第二人事 称号 客員教授客員助教授選考綴 18
総務部人事労務課第二人事
掛

2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 車庫倉庫 総務部人事課長 移管

2006年度 第二人事 進退録 学長・学部長・政令部局長等(上申書)18
総務部人事労務課第二人事
掛

2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 車庫倉庫 総務部人事課長 移管

2006年度 第二人事 進退録 進退書類綴 教員 18①
総務部人事労務課第二人事
掛

2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 車庫倉庫 総務部人事課長 廃棄

2006年度 第二人事 進退録 進退書類綴 教員 18②
総務部人事労務課第二人事
掛

2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 車庫倉庫 総務部人事課長 廃棄

2006年度 第二人事 進退録 進退書類綴 教員 18③
総務部人事労務課第二人事
掛

2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 車庫倉庫 総務部人事課長 廃棄

2006年度 第二人事 進退録 進退書類綴 教員 18④
総務部人事労務課第二人事
掛

2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 車庫倉庫 総務部人事課長 廃棄

2006年度 第二人事 進退録 進退書類綴 教員 18⑤
総務部人事労務課第二人事
掛

2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 車庫倉庫 総務部人事課長 廃棄

2006年度 第二人事 進退録 進退書類綴 教員 18⑥
総務部人事労務課第二人事
掛

2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 車庫倉庫 総務部人事課長 廃棄

2006年度 第二人事 進退録 進退書類綴 教員 18⑦
総務部人事労務課第二人事
掛

2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 車庫倉庫 総務部人事課長 廃棄

2006年度 第二人事 進退録 進退書類綴 教員 18⑧
総務部人事労務課第二人事
掛

2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 車庫倉庫 総務部人事課長 廃棄

2006年度 第二人事 進退録 進退書類綴 教員 18⑨
総務部人事労務課第二人事
掛

2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 車庫倉庫 総務部人事課長 廃棄

2006年度 第三人事 級別定数 級別定数管理簿(18年度)
総務部人事労務課第三人事
掛

2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 ロッカー室 総務部人事課長 廃棄

2006年度 第一人事 任免 進退書類綴　附属病院　行（二）医（二）（三）を除くその他の職員
総務部人事労務課第一人事
掛長

2007/4/1 30年 2037/3/31 紙
事務局倉庫（財務
課裏）

総務部人事課長 廃棄

2007年度 第一人事 人事異動 人事交流に関する覚書 総務部人事課第一人事掛長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2007年度 第三人事 諸手当 期末・勤勉手当加算関係(19年度) 1
総務部人事労務課第三人事
掛

2008/4/1 20年 2028/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2007年度 第三人事 諸手当 期末・勤勉手当加算関係(19年度) 2
総務部人事労務課第三人事
掛

2008/4/1 20年 2028/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2007年度 第二人事 出向(受入) 民間企業からの在籍出向 19 人事労務課第二人事掛 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 車庫倉庫 総務部人事課長 廃棄

2007年度 第二人事 旧姓使用 職員の旧姓使用受付簿(平成19年) 総務部人事課第三任用掛 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 車庫倉庫 総務部人事課長 廃棄

2007年度 第二人事 現員 教官定員・現員表(平成19年度) 総務部人事課第二任用掛 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 移管

2007年度 第二人事 外国人教師 外国人研究員関係綴 19①
総務部人事労務課第二人事
掛

2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 車庫倉庫 総務部人事課長 廃棄

2007年度 第二人事 外国人教師 外国人研究員関係綴 19②
総務部人事労務課第二人事
掛

2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 車庫倉庫 総務部人事課長 廃棄

2007年度 第二人事 称号 客員教授客員准教授選考綴 19
総務部人事労務課第二人事
掛

2008/4/1 30年 2038/3/31 紙
事務局倉庫（財務
課裏）

総務部人事課長 移管

2007年度 第二人事 進退録 学長・学部長・政令部局長等(上申書)19
総務部人事労務課第二人事
掛

2008/4/1 30年 2038/3/31 紙
事務局倉庫（財務
課裏）

総務部人事課長 移管

2007年度 第二人事 進退録 進退書類綴 教員 19①
総務部人事労務課第二人事
掛

2008/4/1 30年 2038/3/31 紙
事務局倉庫（財務
課裏）

総務部人事課長 廃棄

2007年度 第二人事 進退録 進退書類綴 教員 19②
総務部人事労務課第二人事
掛

2008/4/1 30年 2038/3/31 紙
事務局倉庫（財務
課裏）

総務部人事課長 廃棄

2007年度 第二人事 進退録 進退書類綴 教員 19③
総務部人事労務課第二人事
掛

2008/4/1 30年 2038/3/31 紙
事務局倉庫（財務
課裏）

総務部人事課長 廃棄

2007年度 第二人事 進退録 進退書類綴 教員 19④
総務部人事労務課第二人事
掛

2008/4/1 30年 2038/3/31 紙
事務局倉庫（財務
課裏）

総務部人事課長 廃棄

2007年度 第二人事 進退録 進退書類綴 教員 19⑤
総務部人事労務課第二人事
掛

2008/4/1 30年 2038/3/31 紙
事務局倉庫（財務
課裏）

総務部人事課長 廃棄

2007年度 第二人事 進退録 進退書類綴 教員 19⑥
総務部人事労務課第二人事
掛

2008/4/1 30年 2038/3/31 紙
事務局倉庫（財務
課裏）

総務部人事課長 廃棄

2007年度 第二人事 進退録 進退書類綴 教員 19⑦
総務部人事労務課第二人事
掛

2008/4/1 30年 2038/3/31 紙
事務局倉庫（財務
課裏）

総務部人事課長 廃棄

2007年度 第二人事 進退録 進退書類綴 教員 19⑧
総務部人事労務課第二人事
掛

2008/4/1 30年 2038/3/31 紙
事務局倉庫（財務
課裏）

総務部人事課長 廃棄

2007年度 第二人事 進退録 進退書類綴 教員 19⑨
総務部人事労務課第二人事
掛

2008/4/1 30年 2038/3/31 紙
事務局倉庫（財務
課裏）

総務部人事課長 廃棄

2007年度 第二人事 特別教授 特別招へい教授関係平成19年度
総務部人事労務課第二人事
掛

2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2007年度 第三人事 級別定数 級別定数管理簿(19年度)
総務部人事労務課第三人事
掛

2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 ロッカー室 総務部人事課長 廃棄

2007年度 第一人事 任免 進退書類綴　附属病院　行（二）医（二）（三）を除くその他の職員
総務部人事労務課第一人事
掛長

2008/4/1 30年 2038/3/31 紙
事務局倉庫（財務
課裏）

総務部人事課長 廃棄

2008年度 第二人事 旧姓使用 職員の旧姓使用受付簿(平成20年) 総務部人事課第三任用掛 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙
事務局倉庫（財務
課裏）

総務部人事課長 廃棄
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2008年度 第二人事 現員 教官定員・現員表(平成20年度) 総務部人事課第二任用掛 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 移管

2008年度 第二人事 外国人教師 外国人研究員関係綴 20①
総務部人事労務課第二人事
掛

2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 車庫倉庫 総務部人事課長 廃棄

2008年度 第二人事 外国人教師 外国人研究員関係綴 20②
総務部人事労務課第二人事
掛

2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 車庫倉庫 総務部人事課長 廃棄

2008年度 第二人事 出向(受入) 民間企業からの在籍出向 20
総務部人事労務課第二人事
掛

2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 車庫倉庫 総務部人事課長 廃棄

2008年度 第二人事 称号 客員教授客員准教授選考綴 20
総務部人事労務課第二人事
掛

2009/4/1 30年 2039/3/31 紙
事務局倉庫（財務
課裏）

総務部人事課長 移管

2008年度 第二人事 進退録 学長・学部長・政令部局長等(上申書)20①
総務部人事労務課第二人事
掛

2009/4/1 30年 2039/3/31 紙
事務局倉庫（財務
課裏）

総務部人事課長 移管

2008年度 第二人事 進退録 学長・学部長・政令部局長等(上申書)20②
総務部人事労務課第二人事
掛

2009/4/1 30年 2039/3/31 紙
事務局倉庫（財務
課裏）

総務部人事課長 移管

2008年度 第二人事 進退録 進退書類綴 教員 20①
総務部人事労務課第二人事
掛

2009/4/1 30年 2039/3/31 紙
事務局倉庫（財務
課裏）

総務部人事課長 廃棄

2008年度 第二人事 進退録 進退書類綴 教員 20②
総務部人事労務課第二人事
掛

2009/4/1 30年 2039/3/31 紙
事務局倉庫（財務
課裏）

総務部人事課長 廃棄

2008年度 第二人事 進退録 進退書類綴 教員 20③
総務部人事労務課第二人事
掛

2009/4/1 30年 2039/3/31 紙
事務局倉庫（財務
課裏）

総務部人事課長 廃棄

2008年度 第二人事 進退録 進退書類綴 教員 20④
総務部人事労務課第二人事
掛

2009/4/1 30年 2039/3/31 紙
事務局倉庫（財務
課裏）

総務部人事課長 廃棄

2008年度 第二人事 進退録 進退書類綴 教員 20⑤
総務部人事労務課第二人事
掛

2009/4/1 30年 2039/3/31 紙
事務局倉庫（財務
課裏）

総務部人事課長 廃棄

2008年度 第二人事 進退録 進退書類綴 教員 20⑥
総務部人事労務課第二人事
掛

2009/4/1 30年 2039/3/31 紙
事務局倉庫（財務
課裏）

総務部人事課長 廃棄

2008年度 第二人事 進退録 進退書類綴 教員 20⑦
総務部人事労務課第二人事
掛

2009/4/1 30年 2039/3/31 紙
事務局倉庫（財務
課裏）

総務部人事課長 廃棄

2008年度 第二人事 進退録 進退書類綴 教員 20⑧
総務部人事労務課第二人事
掛

2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 ロッカー室 総務部人事課長 廃棄

2008年度 第三人事 級別定数 級別定数管理簿(20年度) 総務部人事労務課給与担当 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 ロッカー室 総務部人事課長 廃棄

2008年度 第三人事 級別定数 本給の訂正 総務部人事労務課給与担当 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 ロッカー室 総務部人事課長 廃棄

2008年度 第一人事 任免 進退書類綴　附属病院　行（二）医（二）（三）を除くその他の職員
総務部人事労務課第一人事
掛長

2009/4/1 30年 2039/3/31 紙
事務局倉庫（財務
課裏）

総務部人事課長 廃棄

2008年度 第二人事 特別教授 特別招へい教授関係平成20・21年度
総務部人事労務課第二人事
掛

2010/4/1 30年 2040/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2009年度 第二人事 非常勤講師 非常勤講師関係綴　21 人事労務課第二人事掛 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙
事務局倉庫（財務
課裏）

総務部人事課長 廃棄

2009年度 第三人事 その他 戻入・追給(21年度～) 総務部人事労務課給与担当 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2009年度 第三人事 規程改正 給与規程等改正(平成21年度) 1 総務部人事労務課給与担当 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2009年度 第三人事 規程改正 給与規程等改正(平成21年度) 2 総務部人事労務課給与担当 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2009年度 第三人事 給与決定 昇格(21年度) 総務部人事労務課給与担当 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2009年度 第三人事 給与決定 復職時調整(21年度～) 総務部人事労務課給与担当 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2009年度 第三人事 給与決定 本給算定調書(教員)(21年度) 総務部人事労務課給与担当 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2009年度 第三人事 諸手当 期末・勤勉手当加算関係(21年度12月期) 総務部人事労務課給与担当 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2009年度 第三人事 諸手当 期末・勤勉手当加算関係(21年度6月期) 総務部人事労務課給与担当 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2009年度 第三人事 諸手当 期末・勤勉手当期間率(21年度12月期) 総務部人事労務課給与担当 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2009年度 第三人事 諸手当 期末・勤勉手当期間率(21年度6月期) 総務部人事労務課給与担当 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2009年度 第三人事 諸手当 手当認定決裁後の原義書綴(21年度) 総務部人事労務課給与担当 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2009年度 第三人事 諸手当 通勤手当認定簿退職者等(21年度) 1 総務部人事労務課給与担当 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2009年度 第三人事 諸手当 通勤手当認定簿退職者等(21年度) 2 総務部人事労務課給与担当 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2009年度 第三人事 昇給 昇給(平成22年1月1日) 1 総務部人事労務課給与担当 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2009年度 第三人事 昇給 昇給(平成22年1月1日) 2 総務部人事労務課給与担当 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2009年度 第三人事 俸給の調整額 大学院指導関係(21年度) 総務部人事労務課給与担当 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 ロッカー室 総務部人事課長 廃棄

2009年度 第三人事 俸給の調整額 大学院担当・指導継続命免(21年度) 総務部人事労務課給与担当 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 ロッカー室 総務部人事課長 廃棄

2009年度 第三人事 俸給の調整額 大学院担当関係(21年度) 総務部人事労務課給与担当 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 ロッカー室 総務部人事課長 廃棄

2009年度 第三人事 調査・統計・報告 給与水準(平成20年)
総務部人事労務課第三人事
掛

2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2009年度 第一人事 退職手当 退職手当 総務部人事課第一人事掛長 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2009年度 第二人事 旧姓使用 職員の旧姓使用受付簿(平成21年) 総務部人事課第三任用掛 2010/4/1 30年 2040/3/31 紙
事務局倉庫（財務
課裏）

総務部人事課長 廃棄

2009年度 第二人事 現員 教官定員・現員表(平成21年度) 総務部人事課第二任用掛 2010/4/1 30年 2040/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 移管



作成・取得年度 大分類 中分類
ファイル名
（小分類）

作成・取得者 起算日 保存期間 保存期間満了日
媒体の種

別 保存場所 管理者
保存期間満了時の措
置 備考

2009年度 第二人事 外国人教師 外国人研究員関係綴 21
総務部人事労務課第二人事
掛

2010/4/1 30年 2040/3/31 紙
事務局倉庫（財務
課裏）

総務部人事課長 廃棄

2009年度 第二人事 出向(受入) 民間企業からの在籍出向 21
総務部人事労務課第二人事
掛

2010/4/1 30年 2040/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2009年度 第二人事 称号 客員教授客員准教授選考綴 21
総務部人事労務課第二人事
掛

2010/4/1 30年 2040/3/31 紙
事務局倉庫（財務
課裏）

総務部人事課長 移管

2009年度 第二人事 進退録 学長・学部長・政令部局長等(上申書)21①
総務部人事労務課第二人事
掛

2010/4/1 30年 2040/3/31 紙
事務局倉庫（財務
課裏）

総務部人事課長 移管

2009年度 第二人事 進退録 学長・学部長・政令部局長等(上申書)21②
総務部人事労務課第二人事
掛

2010/4/1 30年 2040/3/31 紙
事務局倉庫（財務
課裏）

総務部人事課長 移管

2009年度 第二人事 進退録 学長・学部長・政令部局長等(上申書)21③
総務部人事労務課第二人事
掛

2010/4/1 30年 2040/3/31 紙
事務局倉庫（財務
課裏）

総務部人事課長 移管

2009年度 第二人事 進退録 学長・学部長・政令部局長等(上申書)21④
総務部人事労務課第二人事
掛

2010/4/1 30年 2040/3/31 紙
事務局倉庫（財務
課裏）

総務部人事課長 移管

2009年度 第二人事 進退録 進退書類綴 教員 21①
総務部人事労務課第二人事
掛

2010/4/1 30年 2040/3/31 紙
事務局倉庫（財務
課裏）

総務部人事課長 廃棄

2009年度 第二人事 進退録 進退書類綴 教員 21②
総務部人事労務課第二人事
掛

2010/4/1 30年 2040/3/31 紙
事務局倉庫（財務
課裏）

総務部人事課長 廃棄

2009年度 第二人事 進退録 進退書類綴 教員 21③
総務部人事労務課第二人事
掛

2010/4/1 30年 2040/3/31 紙
事務局倉庫（財務
課裏）

総務部人事課長 廃棄

2009年度 第二人事 進退録 進退書類綴 教員 21④
総務部人事労務課第二人事
掛

2010/4/1 30年 2040/3/31 紙
事務局倉庫（財務
課裏）

総務部人事課長 廃棄

2009年度 第二人事 進退録 進退書類綴 教員 21⑤
総務部人事労務課第二人事
掛

2010/4/1 30年 2040/3/31 紙
事務局倉庫（財務
課裏）

総務部人事課長 廃棄

2009年度 第二人事 進退録 進退書類綴 教員 21⑥
総務部人事労務課第二人事
掛

2010/4/1 30年 2040/3/31 紙
事務局倉庫（財務
課裏）

総務部人事課長 廃棄

2009年度 第二人事 進退録 進退書類綴 教員 21⑦
総務部人事労務課第二人事
掛

2010/4/1 30年 2040/3/31 紙
事務局倉庫（財務
課裏）

総務部人事課長 廃棄

2009年度 第二人事 進退録 進退書類綴 教員 21⑧
総務部人事労務課第二人事
掛

2010/4/1 30年 2040/3/31 紙
事務局倉庫（財務
課裏）

総務部人事課長 廃棄

2009年度 第二人事 進退録 進退書類綴 教員 21⑨
総務部人事労務課第二人事
掛

2010/4/1 30年 2040/3/31 紙
事務局倉庫（財務
課裏）

総務部人事課長 廃棄

2009年度 第二人事 進退録 進退書類綴 教員 21⑩
総務部人事労務課第二人事
掛

2010/4/1 30年 2040/3/31 紙
事務局倉庫（財務
課裏）

総務部人事課長 廃棄

2009年度 第三人事 級別定数 級別定数管理簿(21年度) 総務部人事労務課給与担当 2010/4/1 30年 2040/3/31 紙 ロッカー室 総務部人事課長 廃棄

2009年度 第一人事 任免 進退書類綴　附属病院　行（二）医（二）（三）を除くその他の職員
総務部人事労務課第一人事
掛長

2010/4/1 30年 2040/3/31 紙
事務局倉庫（財務
課裏）

総務部人事課長 廃棄

2010年度 第二人事 非常勤講師 非常勤講師関係綴 22 総務部人事労務課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2010年度 第三人事 規程改正 給与改正1(22年度) 総務部人事労務課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2010年度 第三人事 規程改正 給与改正2(22年度) 総務部人事労務課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2010年度 第三人事 規程改正 給与規程等改正(平成22年度) 総務部人事労務課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2010年度 第三人事 給与決定 昇格(22年度) 総務部人事労務課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2010年度 第三人事 給与決定 本給算定調書(教員)(22年度) 総務部人事労務課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2010年度 第三人事 諸手当 期末・勤勉手当加算関係(22年度12月期) 総務部人事労務課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2010年度 第三人事 諸手当 期末・勤勉手当加算関係(22年度6月期) 総務部人事労務課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2010年度 第三人事 諸手当 期末・勤勉手当期間率(22年度12月期) 総務部人事労務課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2010年度 第三人事 諸手当 期末・勤勉手当期間率(22年度6月期) 総務部人事労務課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2010年度 第三人事 諸手当 手当認定決裁後の原義書綴(22年度) 総務部人事労務課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2010年度 第三人事 諸手当 通勤手当認定簿退職者等(22年度) 1 総務部人事労務課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2010年度 第三人事 諸手当 通勤手当認定簿退職者等(22年度) 2 総務部人事労務課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2010年度 第三人事 昇給 昇給(平成23年1月1日) 総務部人事労務課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2010年度 第三人事 調査・統計・報告 給与水準(平成21年) 総務部人事労務課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2010年度 第三人事 調査・統計・報告 給与水準(平成22年度) 総務部人事労務課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2010年度 第三人事 俸給の調整額 大学院指導関係(22年度) 総務部人事労務課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 ロッカー室 総務部人事課長 廃棄

2010年度 第三人事 俸給の調整額 大学院担当・指導継続命免(22年度) 総務部人事労務課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 ロッカー室 総務部人事課長 廃棄

2010年度 第三人事 俸給の調整額 大学院担当関係(22年度) 総務部人事労務課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 ロッカー室 総務部人事課長 廃棄

2010年度 第一人事 退職手当 退職手当 総務部人事労務課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2010年度 第二人事 外国人教師 外国人研究員関係綴 22 総務部人事労務課長 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙
事務局倉庫（財務
課裏）

総務部人事課長 廃棄

2010年度 第二人事 旧姓使用 職員の旧姓使用受付簿(平成22年) 総務部人事労務課長 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙
事務局倉庫（財務
課裏）

総務部人事課長 廃棄

2010年度 第二人事 出向(受入) 民間企業からの在籍出向 22① 総務部人事労務課長 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄
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2010年度 第二人事 出向(受入) 民間企業からの在籍出向 22② 総務部人事労務課長 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2010年度 第二人事 称号 客員教授客員准教授選考綴 22 総務部人事労務課長 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙
事務局倉庫（財務
課裏）

総務部人事課長 移管

2010年度 第二人事 進退録 学長・学部長・政令部局長等(上申書)22① 総務部人事労務課長 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙
事務局倉庫（財務
課裏）

総務部人事課長 移管

2010年度 第二人事 進退録 学長・学部長・政令部局長等(上申書)22② 総務部人事労務課長 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙
事務局倉庫（財務
課裏）

総務部人事課長 移管

2010年度 第二人事 進退録 進退書類綴 教員 22① 総務部人事労務課長 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙
事務局倉庫（財務
課裏）

総務部人事課長 廃棄

2010年度 第二人事 進退録 進退書類綴 教員 22② 総務部人事労務課長 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙
事務局倉庫（財務
課裏）

総務部人事課長 廃棄

2010年度 第二人事 進退録 進退書類綴 教員 22③ 総務部人事労務課長 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙
事務局倉庫（財務
課裏）

総務部人事課長 廃棄

2010年度 第二人事 進退録 進退書類綴 教員 22④ 総務部人事労務課長 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙
事務局倉庫（財務
課裏）

総務部人事課長 廃棄

2010年度 第二人事 進退録 進退書類綴 教員 22⑤ 総務部人事労務課長 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙
事務局倉庫（財務
課裏）

総務部人事課長 廃棄

2010年度 第二人事 進退録 進退書類綴 教員 22⑥ 総務部人事労務課長 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙
事務局倉庫（財務
課裏）

総務部人事課長 廃棄

2010年度 第二人事 進退録 進退書類綴 教員 22⑦ 総務部人事労務課長 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙
事務局倉庫（財務
課裏）

総務部人事課長 廃棄

2010年度 第二人事 進退録 進退書類綴 教員 22⑧ 総務部人事労務課長 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙
事務局倉庫（財務
課裏）

総務部人事課長 廃棄

2010年度 第二人事 進退録 進退書類綴 教員 22⑨ 総務部人事労務課長 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙
事務局倉庫（財務
課裏）

総務部人事課長 廃棄

2010年度 第二人事 進退録 進退書類綴 教員 22⑩ 総務部人事労務課長 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙
事務局倉庫（財務
課裏）

総務部人事課長 廃棄

2010年度 第三人事 級別定数 級別定数管理簿(22年度) 総務部人事労務課長 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙 ロッカー室 総務部人事課長 廃棄

2010年度 第一人事 任免 進退書類綴　附属病院　行（二）医（二）（三）を除くその他の職員 総務部人事労務課長 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙
事務局倉庫（財務
課裏）

総務部人事課長 廃棄

2010年度 第二人事 現員 教官定員・現員表(平成22-23年度) 総務部人事課第二任用掛 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 移管

2010年度 第二人事 特別教授 特別招へい教授関係平成22年度～ 総務部人事労務課長 未定 30年 - 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2011年度 第二人事 非常勤講師 非常勤講師関係綴 23 総務部人事課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2011年度 第三人事 その他 現金戻入・追給(平成23年度～) 総務部人事課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2011年度 第三人事 規程改正 給与改正(23年度) 総務部人事課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2011年度 第三人事 給与決定 本給算定調書(教員)(23年度) 総務部人事課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2011年度 第三人事 諸手当 期末・勤勉加算率(23年度12月期) 総務部人事課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2011年度 第三人事 諸手当 期末・勤勉加算率(23年度6月期) 総務部人事課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2011年度 第三人事 諸手当 期末・勤勉期間率(23年度12月期) 総務部人事課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2011年度 第三人事 諸手当 期末・勤勉期間率(23年度6月期) 総務部人事課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2011年度 第三人事 諸手当 手当認定決裁後の原義書綴り(23年度10月～) 総務部人事課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2011年度 第三人事 昇級 昇級(平成23年度) 総務部人事課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2011年度 第三人事 昇給 昇給(平成24年1月1日) 1 総務部人事課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2011年度 第三人事 昇給 昇給(平成24年1月1日) 2 総務部人事課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2011年度 第三人事 昇給 昇給の回復(平成24年1月1日) 総務部人事課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2011年度 第三人事 俸給の調整額 大学院指導関係(23年度) 総務部人事課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2011年度 第三人事 俸給の調整額 大学院担当・指導継続命免(23年度) 総務部人事課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2011年度 第三人事 俸給の調整額 大学院担当関係(23年度) 総務部人事課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2011年度 第三人事 諸手当 通勤手当認定簿退職者等(23年度) 1 総務部人事労務課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2011年度 第三人事 諸手当 通勤手当認定簿退職者等(23年度) 2 総務部人事労務課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2011年度 第三人事 調査・統計・報告 給与水準(平成23年度) 総務部人事労務課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2011年度 第一人事 退職手当 退職手当 総務部人事課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2011年度 第一人事 任免 障害者雇用関係 総務部人事課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 業務支援室事務室 総務部人事課長 廃棄

2011年度
人事給与シ
ステム

人事給与システム システム契約関係資料
総務部人事課人事給与シス
テム担当

2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2011年度
人事給与シ
ステム

人事給与システム システム設定資料(給与)
総務部人事課人事給与シス
テム担当

2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2011年度
人事給与シ
ステム

人事給与システム システム設定資料(人事)
総務部人事課人事給与シス
テム担当

2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄
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作成・取得者 起算日 保存期間 保存期間満了日
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別 保存場所 管理者
保存期間満了時の措
置 備考

2011年度
人事給与シ
ステム

人事給与システム システム設定資料(組織)
総務部人事課人事給与シス
テム担当

2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2011年度
人事給与シ
ステム

人事給与システム システム導入資料VOL.1
総務部人事課人事給与シス
テム担当

2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2011年度
人事給与シ
ステム

人事給与システム システム導入資料VOL.2
総務部人事課人事給与シス
テム担当

2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2011年度
人事給与シ
ステム

人事給与システム システム導入資料VOL.3
総務部人事課人事給与シス
テム担当

2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2011年度
人事給与シ
ステム

人事給与システム システム導入資料VOL.4
総務部人事課人事給与シス
テム担当

2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2011年度
人事給与シ
ステム

人事給与システム システム導入資料VOL.5
総務部人事課人事給与シス
テム担当

2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2011年度
人事給与シ
ステム

人事給与システム システム導入資料VOL.6
総務部人事課人事給与シス
テム担当

2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2011年度
人事給与シ
ステム

人事給与システム 人事給与システム雑件(過去分)VOL.1
総務部人事課人事給与シス
テム担当

2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2011年度
人事給与シ
ステム

人事給与システム 人事給与システム雑件(過去分)VOL.2
総務部人事課人事給与シス
テム担当

2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2011年度
人事給与シ
ステム

人事給与システム 平成23年度人事給与システム雑件
総務部人事課人事給与シス
テム担当

2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2011年度 第二人事 外国人教師 G30教員進退録 23 総務部人事課長 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙
事務局倉庫（財務
課裏）

総務部人事課長 廃棄

2011年度 第二人事 外国人教師 外国人研究員関係綴 23 総務部人事課長 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙
事務局倉庫（財務
課裏）

総務部人事課長 廃棄

2011年度 第二人事 旧姓使用 職員の旧姓使用受付簿(平成23年) 総務部人事課長 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙
事務局倉庫（財務
課裏）

総務部人事課長 廃棄

2011年度 第二人事 出向(受入) 民間企業からの在籍出向 23 総務部人事課長 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2011年度 第二人事 称号 客員教授客員准教授選考綴 23 総務部人事課長 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙
事務局倉庫（財務
課裏）

総務部人事課長 移管

2011年度 第二人事 進退録 学長・学部長・政令部局長等(上申書)23① 総務部人事課長 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙
事務局倉庫（財務
課裏）

総務部人事課長 移管

2011年度 第二人事 進退録 学長・学部長・政令部局長等(上申書)23② 総務部人事課長 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙
事務局倉庫（財務
課裏）

総務部人事課長 移管

2011年度 第二人事 進退録 進退書類綴 教員 23① 総務部人事課長 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙
事務局倉庫（財務
課裏）

総務部人事課長 廃棄

2011年度 第二人事 進退録 進退書類綴 教員 23② 総務部人事課長 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙
事務局倉庫（財務
課裏）

総務部人事課長 廃棄

2011年度 第二人事 進退録 進退書類綴 教員 23③ 総務部人事課長 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙
事務局倉庫（財務
課裏）

総務部人事課長 廃棄

2011年度 第二人事 進退録 進退書類綴 教員 23④ 総務部人事課長 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙
事務局倉庫（財務
課裏）

総務部人事課長 廃棄

2011年度 第二人事 進退録 進退書類綴 教員 23⑤ 総務部人事課長 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙
事務局倉庫（財務
課裏）

総務部人事課長 廃棄

2011年度 第二人事 進退録 進退書類綴 教員 23⑥ 総務部人事課長 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙
事務局倉庫（財務
課裏）

総務部人事課長 廃棄

2011年度 第二人事 進退録 進退書類綴 教員 23⑦ 総務部人事課長 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙
事務局倉庫（財務
課裏）

総務部人事課長 廃棄

2011年度 第二人事 進退録 進退書類綴 教員 23⑧ 総務部人事課長 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙
事務局倉庫（財務
課裏）

総務部人事課長 廃棄

2011年度 第二人事 進退録 進退書類綴 教員 23⑨ 総務部人事課長 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙
事務局倉庫（財務
課裏）

総務部人事課長 廃棄

2011年度 第二人事 進退録 進退書類綴 教員 23⑩ 総務部人事課長 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙
事務局倉庫（財務
課裏）

総務部人事課長 廃棄

2011年度 第二人事 進退録 進退書類綴 教員 23⑪ 総務部人事課長 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙
事務局倉庫（財務
課裏）

総務部人事課長 廃棄

2011年度 第二人事 進退録 進退書類綴 教員 23⑫ 総務部人事課長 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙
事務局倉庫（財務
課裏）

総務部人事課長 廃棄

2011年度 第三人事 級別定数 級別定数管理簿(平成23年度) 総務部人事課長 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 ロッカー室 総務部人事課長 廃棄

2011年度 第一人事 任免 進退書類綴　附属病院　行（二）医（二）（三）を除くその他の職員 総務部人事課長 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙
事務局倉庫（財務
課裏）

総務部人事課長 廃棄

2012年度 給与経理 給与 平成24年非居住者支払調書 総務部人事課給与経理担当 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2012年度 給与経理 給与 平成24年度給与所得の源泉徴収票 総務部人事課給与経理担当 2013/4/1 7年 2020/3/31 電子
共有システムサー
バー内

総務部人事課長 廃棄

2012年度 給与経理 給与 平成24年度給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書 総務部人事課給与経理担当 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2012年度 給与経理 給与 平成24年度給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 総務部人事課給与経理担当 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 人事課事務室 事務局倉庫（財務課裏） 廃棄

2012年度 給与経理 給与
平成24年度給与所得者の保険料控除兼給与所得者の配偶者特別控
除申込書

総務部人事課給与経理担当 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2012年度 給与経理 所得税 平成24年度所得税の還付請求書 総務部人事課給与経理担当 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2012年度 給与経理 所得税 平成24年度所得税の誤納付額請求書 総務部人事課給与経理担当 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2012年度 給与経理 所得税 平成24年度給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表 総務部人事課給与経理担当 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2012年度 給与経理 所得税 平成24年度扶養控除等の控除是正報告書 総務部人事課給与経理担当 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2012年度 第三人事 規程改正 給与改正(24年度) 総務部人事課長 2013/4/1 10年 2022/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2012年度 第二人事 非常勤講師 非常勤講師関係綴 24 総務部人事課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄
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2012年度 第三人事 給与決定 本給算定調書(その他)(24年度) 総務部人事課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2012年度 第三人事 給与決定 本給算定調書(教員)(24年度) 総務部人事課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2012年度 第三人事 諸手当 平成24年退職者等通勤届兼認定簿 1 総務部人事課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2012年度 第三人事 諸手当 平成24年退職者等通勤届兼認定簿 2 総務部人事課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2012年度 第三人事 諸手当 期末・勤勉加算率(24年度12月期) 総務部人事課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2012年度 第三人事 諸手当 期末・勤勉加算率(24年度6月期) 総務部人事課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2012年度 第三人事 諸手当 期末・勤勉期間率(24年度12月期) 総務部人事課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2012年度 第三人事 諸手当 期末・勤勉期間率(24年度6月期) 総務部人事課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2012年度 第三人事 昇級 昇級(平成24年度) 総務部人事課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2012年度 第三人事 昇給 昇給(平成25年1月1日) 1 総務部人事課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2012年度 第三人事 昇給 昇給(平成25年1月1日) 2 総務部人事課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2012年度 第三人事 調査・統計・報告 給与規程等の届出(24年度～　年度) 総務部人事課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2012年度 第三人事 調査・統計・報告 給与水準(平成24年度) 総務部人事課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2012年度 第三人事 俸給の調整額 大学院指導関係(24年度) 総務部人事課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2012年度 第三人事 俸給の調整額 大学院担当・指導継続命免(24年度) 総務部人事課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2012年度 第三人事 俸給の調整額 大学院担当関係(24年度) 総務部人事課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2012年度 第一人事 退職手当 退職手当 総務部人事課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2012年度
人事給与シ
ステム

人事給与システム 平成24年度人事給与システム雑件
総務部人事課人事給与シス
テム担当

2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2012年度
人事給与シ
ステム

人事給与システム 平成24年度システム設定資料（組織・人事）
総務部人事課人事給与シス
テム担当

2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2012年度 第二人事 外国人教師 G30教員進退録 24 総務部人事課長 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2012年度 第二人事 外国人教師 外国人研究員雇用契約書 24 総務部人事課長 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙
事務局倉庫（財務
課裏）

総務部人事課長 廃棄

2012年度 第二人事 外国人教師 外国人研究員関係綴 24 総務部人事課長 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙
事務局倉庫（財務
課裏）

総務部人事課長 廃棄

2012年度 第二人事 旧姓使用 職員の旧姓使用受付簿(平成24年) 総務部人事課長 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙
事務局倉庫（財務
課裏）

総務部人事課長 廃棄

2012年度 第二人事 出向(受入) 民間企業からの在籍出向 24 総務部人事課長 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2012年度 第二人事 称号 客員教授客員准教授選考綴 24 総務部人事課長 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙
事務局倉庫（財務
課裏）

総務部人事課長 移管

2012年度 第二人事 進退録 学長・学部長・政令部局長等(上申書)24① 総務部人事課長 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙
事務局倉庫（財務
課裏）

総務部人事課長 移管

2012年度 第二人事 進退録 学長・学部長・政令部局長等(上申書)24② 総務部人事課長 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙
事務局倉庫（財務
課裏）

総務部人事課長 移管

2012年度 第二人事 進退録 進退書類綴 教員 24① 総務部人事課長 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙
事務局倉庫（財務
課裏）

総務部人事課長 廃棄

2012年度 第二人事 進退録 進退書類綴 教員 24② 総務部人事課長 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙
事務局倉庫（財務
課裏）

総務部人事課長 廃棄

2012年度 第二人事 進退録 進退書類綴 教員 24③ 総務部人事課長 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙
事務局倉庫（財務
課裏）

総務部人事課長 廃棄

2012年度 第二人事 進退録 進退書類綴 教員 24④ 総務部人事課長 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙
事務局倉庫（財務
課裏）

総務部人事課長 廃棄

2012年度 第二人事 進退録 進退書類綴 教員 24⑤ 総務部人事課長 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙
事務局倉庫（財務
課裏）

総務部人事課長 廃棄

2012年度 第二人事 進退録 進退書類綴 教員 24⑥ 総務部人事課長 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙
事務局倉庫（財務
課裏）

総務部人事課長 廃棄

2012年度 第二人事 進退録 進退書類綴 教員 24⑦ 総務部人事課長 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙
事務局倉庫（財務
課裏）

総務部人事課長 廃棄

2012年度 第二人事 進退録 進退書類綴 教員 24⑧ 総務部人事課長 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙
事務局倉庫（財務
課裏）

総務部人事課長 廃棄

2012年度 第二人事 進退録 進退書類綴 教員 24⑨ 総務部人事課長 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙
事務局倉庫（財務
課裏）

総務部人事課長 廃棄

2012年度 第二人事 進退録 進退書類綴 教員 24⑩ 総務部人事課長 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙
事務局倉庫（財務
課裏）

総務部人事課長 廃棄

2012年度 第二人事 進退録 進退書類綴 教員 24⑪ 総務部人事課長 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙
事務局倉庫（財務
課裏）

総務部人事課長 廃棄

2012年度 第二人事 進退録 進退書類綴 教員 24⑫ 総務部人事課長 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙
事務局倉庫（財務
課裏）

総務部人事課長 廃棄

2012年度 第二人事 進退録 進退書類綴 教員 24⑬ 総務部人事課長 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙
事務局倉庫（財務
課裏）

総務部人事課長 廃棄

2012年度 第二人事 進退録 進退書類綴 教員 24⑭ 総務部人事課長 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙
事務局倉庫（財務
課裏）

総務部人事課長 廃棄

2012年度 第二人事 進退録 進退書類綴 教員 24⑮ 総務部人事課長 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙
事務局倉庫（財務
課裏）

総務部人事課長 廃棄



作成・取得年度 大分類 中分類
ファイル名
（小分類）

作成・取得者 起算日 保存期間 保存期間満了日
媒体の種

別 保存場所 管理者
保存期間満了時の措
置 備考

2012年度 第二人事 現員 教官定員・現員表(平成24年度) 総務部人事課第二任用掛 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 移管

2012年度 第一人事 任免 進退書類綴　附属病院　行（二）医（二）（三）を除くその他の職員 総務部人事課長 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2013年度 給与経理 給与 平成25年非居住者支払調書 総務部人事課給与経理担当 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2013年度 給与経理 給与 平成25年度給与所得の源泉徴収票 総務部人事課給与経理担当 2014/4/1 7年 2021/3/31 電子
共有システムサー
バー内

総務部人事課長 廃棄

2013年度 給与経理 給与 平成25年度給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書 総務部人事課給与経理担当 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2013年度 給与経理 給与 平成25年度給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 総務部人事課給与経理担当 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2013年度 給与経理 給与
平成25年度給与所得者の保険料控除兼給与所得者の配偶者特別控
除申込書

総務部人事課給与経理担当 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2013年度 給与経理 給与 平成25年度退職手当支給調書 総務部人事課給与経理担当 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2013年度 給与経理 住民税 平成25年度市民税県民税特別徴収税額の変更、決定通知書 総務部人事課給与経理担当 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2013年度 給与経理 所得税 平成25年度所得税の還付請求書 総務部人事課給与経理担当 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2013年度 給与経理 所得税 平成25年度所得税の誤納付額請求書 総務部人事課給与経理担当 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2013年度 給与経理 所得税 平成25年度給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表 総務部人事課給与経理担当 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2013年度 給与経理 所得税 平成25年度扶養控除等の控除是正報告書 総務部人事課給与経理担当 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2013年度 給与経理 労働保険 平成25年度労働保険概算・確定保険料合計表 総務部人事課給与経理担当 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2013年度 第二人事 通知 人事関係通知集（人事班）(平成25年度) 総務部人事課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2013年度 第二人事 非常勤講師 非常勤講師関係綴 H25 総務部人事課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2013年度 第三人事 規程改正 給与改正(25年度) 総務部人事課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2013年度 第三人事 諸手当 平成25年退職者等通勤届兼認定簿 1 総務部人事課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2013年度 第三人事 諸手当 平成25年退職者等通勤届兼認定簿 2 総務部人事課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2013年度 第三人事 諸手当 期末・勤勉加算率(25年度12月期) 総務部人事課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2013年度 第三人事 諸手当 期末・勤勉加算率(25年度6月期) 総務部人事課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2013年度 第三人事 諸手当 期末・勤勉期間率(25年度12月期) 総務部人事課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2013年度 第三人事 諸手当 期末・勤勉期間率(25年度6月期) 総務部人事課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2013年度 第三人事 昇給 昇給(平成26年1月1日) 1 総務部人事課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2013年度 第三人事 昇給 昇給(平成26年1月1日) 2 総務部人事課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2013年度 第三人事 昇給 昇給(平成26年1月1日) 3 総務部人事課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2013年度 第三人事 昇給 昇給(平成26年1月1日) 4 総務部人事課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2013年度 第三人事 調査・統計・報告 給与規程等の届出(24年度～　年度) 総務部人事課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2013年度 第三人事 調査・統計・報告 給与水準(平成25年度) 総務部人事課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2013年度 第三人事 俸給の調整額 大学院指導関係(25年度) 総務部人事課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2013年度 第三人事 俸給の調整額 大学院担当・指導継続命免(25年度) 総務部人事課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2013年度 第三人事 俸給の調整額 大学院担当関係(25年度) 総務部人事課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2013年度 第一人事 退職手当 退職手当 総務部人事課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2013年度 第一人事 非常勤職員 非常勤職員 総務部人事課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2013年度
人事給与シ
ステム

人事給与システム 平成25年度人事給与システム雑件
総務部人事課人事給与シス
テム担当

2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2013年度
人事給与シ
ステム

人事給与システム 平成25年度システム設定資料（組織・人事）
総務部人事課人事給与シス
テム担当

2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2013年度 第三人事 給与決定 本給算定調書(その他)(25年度) 総務部人事課長 2014/4/1 20年 2034/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2013年度 第三人事 給与決定 本給算定調書(教員)(25年度) 総務部人事課長 2014/4/1 20年 2034/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2013年度 第三人事 昇級 昇級(平成25年度) 総務部人事課長 2014/4/1 20年 2034/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2013年度 第二人事 外国人教師 外国人研究員雇用契約書 H25 総務部人事課長 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 ロッカー室 総務部人事課長 廃棄

2013年度 第二人事 外国人教師 外国人研究員関係綴 H25 総務部人事課長 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 ロッカー室 総務部人事課長 廃棄

2013年度 第二人事 旧姓使用 職員の旧姓使用受付簿(平成25年度) 総務部人事課長 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 ロッカー室 総務部人事課長 廃棄



作成・取得年度 大分類 中分類
ファイル名
（小分類）

作成・取得者 起算日 保存期間 保存期間満了日
媒体の種

別 保存場所 管理者
保存期間満了時の措
置 備考

2013年度 第二人事 現員 教官定員・現員表(平成25年度) 総務部人事課長 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 移管

2013年度 第二人事 出向(受入) 民間企業からの在籍出向 H25 総務部人事課長 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2013年度 第二人事 称号 客員教授・特任教授等選考綴 H25 総務部人事課長 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 ロッカー室 総務部人事課長 移管

2013年度 第二人事 進退録 学長・学部長・政令部局長等(上申書)H25① 総務部人事課長 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 ロッカー室 総務部人事課長 移管

2013年度 第二人事 進退録 学長・学部長・政令部局長等(上申書)H25② 総務部人事課長 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 ロッカー室 総務部人事課長 移管

2013年度 第二人事 進退録 学長・学部長・政令部局長等(上申書)H25③ 総務部人事課長 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 ロッカー室 総務部人事課長 移管

2013年度 第二人事 進退録 進退書類綴 教員 H25① 総務部人事課長 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 ロッカー室 総務部人事課長 廃棄

2013年度 第二人事 進退録 進退書類綴 教員 H25② 総務部人事課長 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 ロッカー室 総務部人事課長 廃棄

2013年度 第二人事 進退録 進退書類綴 教員 H25③ 総務部人事課長 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 ロッカー室 総務部人事課長 廃棄

2013年度 第二人事 進退録 進退書類綴 教員 H25④ 総務部人事課長 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 ロッカー室 総務部人事課長 廃棄

2013年度 第二人事 進退録 進退書類綴 教員 H25⑤ 総務部人事課長 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 ロッカー室 総務部人事課長 廃棄

2013年度 第二人事 進退録 進退書類綴 教員 H25⑥ 総務部人事課長 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 ロッカー室 総務部人事課長 廃棄

2013年度 第二人事 進退録 進退書類綴 教員 H25⑦ 総務部人事課長 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 ロッカー室 総務部人事課長 廃棄

2013年度 第二人事 進退録 進退書類綴 教員 H25⑧ 総務部人事課長 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 ロッカー室 総務部人事課長 廃棄

2013年度 第二人事 進退録 進退書類綴 教員 H25⑨ 総務部人事課長 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 ロッカー室 総務部人事課長 廃棄

2013年度 第二人事 進退録 進退書類綴 教員 H25⑩ 総務部人事課長 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 ロッカー室 総務部人事課長 廃棄

2013年度 第二人事 進退録 進退書類綴 教員 H25⑪ 総務部人事課長 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 ロッカー室 総務部人事課長 廃棄

2013年度 第二人事 進退録 進退書類綴 教員 H25⑫ 総務部人事課長 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 ロッカー室 総務部人事課長 廃棄

2013年度 第二人事 進退録 進退書類綴 教員 H25⑬ 総務部人事課長 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 ロッカー室 総務部人事課長 廃棄

2013年度 第二人事 進退録 進退書類綴 教員 H25⑭ 総務部人事課長 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 ロッカー室 総務部人事課長 廃棄

2013年度 第二人事 進退録 進退書類綴 教員 H25⑮ 総務部人事課長 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 ロッカー室 総務部人事課長 廃棄

2013年度 第二人事 進退録 進退書類綴 教員 H25⑯ 総務部人事課長 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 ロッカー室 総務部人事課長 廃棄

2013年度 第二人事 進退録 進退書類綴 教員 H25⑰ 総務部人事課長 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 ロッカー室 総務部人事課長 廃棄

2013年度 第二人事 進退録 進退書類綴 教員 H25⑱ 総務部人事課長 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 ロッカー室 総務部人事課長 廃棄

2013年度 第一人事 任免 進退書類綴　附属病院　行（二）医（二）（三）を除くその他の職員 総務部人事課長 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2014年度 第三人事 給与決定 復職時調整　平成26年4月～ 総務部人事課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2014年度 第二人事 調査 各種調査・資料等の作成（平成26年度）① 総務部人事課長 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2014年度 第二人事 調査 各種調査・資料等の作成（平成26年度）② 総務部人事課長 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2014年度 第二人事 調査 各種調査・資料等の作成（平成26年度）③ 総務部人事課長 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2014年度 第三人事 諸手当 平成26年度　現況調べ通知関係 総務部人事課長 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2014年度 第三人事 諸手当 現況届(26年度) 総務部人事課長 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2014年度 給与経理 給与 平成26年度ティーチング・リサーチアシスタント申請書 総務部人事課給与経理担当 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2014年度 給与経理 給与 平成26年度基準給与簿 総務部人事課給与経理担当 2015/4/1 5年 2020/3/31 電子
共有システムサー
バー内

総務部人事課長 廃棄

2014年度 給与経理 給与 平成26年度給与支給決議書 総務部人事課給与経理担当 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2014年度 給与経理 給与
平成26年度在籍出向者に係る給与相当額明細の報告書(請求依頼含
む)

総務部人事課給与経理担当 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2014年度 給与経理 給与 平成26年度職員別給与簿 総務部人事課給与経理担当 2015/4/1 5年 2020/3/31 電子
共有システムサー
バー内

総務部人事課長 廃棄

2014年度 給与経理 支出 平成26年度給与の口座振込申出書 総務部人事課給与経理担当 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2014年度 給与経理 住民税 平成26年度給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書 総務部人事課給与経理担当 2015/4/1 5年 2020/3/31 電子
共有システムサー
バー内

総務部人事課長 廃棄

2014年度 給与経理 服務 平成26年度勤務時間報告書 総務部人事課給与経理担当 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2014年度 給与経理 給与 平成26年非居住者支払調書 総務部人事課給与経理担当 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2014年度 給与経理 給与 平成26年度給与所得の源泉徴収票 総務部人事課給与経理担当 2015/4/1 7年 2022/3/31 電子
共有システムサー
バー内

総務部人事課長 廃棄

2014年度 給与経理 給与 平成26年度給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書 総務部人事課給与経理担当 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄
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保存期間満了時の措
置 備考

2014年度 給与経理 給与 平成26年度給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 総務部人事課給与経理担当 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2014年度 給与経理 給与
平成26年度給与所得者の保険料控除兼給与所得者の配偶者特別控
除申込書

総務部人事課給与経理担当 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2014年度 給与経理 給与 平成26年度退職手当支給調書 総務部人事課給与経理担当 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2014年度 給与経理 住民税 平成26年度市民税県民税特別徴収税額の変更、決定通知書 総務部人事課給与経理担当 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2014年度 給与経理 所得税 平成26年度所得税の還付請求書 総務部人事課給与経理担当 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2014年度 給与経理 所得税 平成26年度所得税の誤納付額請求書 総務部人事課給与経理担当 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2014年度 給与経理 所得税 平成26年度給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表 総務部人事課給与経理担当 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2014年度 給与経理 所得税 平成26年度扶養控除等の控除是正報告書 総務部人事課給与経理担当 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2014年度 給与経理 労働保険 平成26年度労働保険概算・確定保険料合計表 総務部人事課給与経理担当 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2014年度 給与経理 給与 平成26年給与等の戻入 総務部人事課給与経理担当 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2014年度 給与経理 所得税 平成26年度特定支出控除証明発行 総務部人事課給与経理担当 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2014年度 第二人事 通知 人事関係通知集（人事班）(平成26年度) 総務部人事課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2014年度 第二人事 非常勤講師 非常勤講師関係綴 H26 総務部人事課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2014年度 第三人事 その他 平成26年度　過年度追給・戻入 総務部人事課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2014年度 第三人事 規程改正 給与改正(26年度) 総務部人事課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2014年度 第三人事 諸手当 手当認定決裁　平成26年度 総務部人事課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2014年度 第三人事 諸手当 平成26年退職者等通勤届兼認定簿 総務部人事課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2014年度 第三人事 諸手当 期末・勤勉加算率(26年度12月期) 総務部人事課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2014年度 第三人事 諸手当 期末・勤勉加算率(26年度6月期) 総務部人事課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2014年度 第三人事 諸手当 期末・勤勉期間率(26年度12月期) 総務部人事課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2014年度 第三人事 諸手当 期末・勤勉期間率(26年度6月期) 総務部人事課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2014年度 第三人事 昇給 昇給(平成27年1月1日)　① 総務部人事課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2014年度 第三人事 昇給 昇給(平成27年1月1日)　② 総務部人事課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2014年度 第三人事 俸給の調整額 平成26年4月1日　大学院担当・指導 総務部人事課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2014年度 第三人事 俸給の調整額 平成26年度　大学院指導 総務部人事課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2014年度 第三人事 俸給の調整額 平成26年度　大学院担当 総務部人事課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2014年度 第一人事 退職手当 退職手当 総務部人事課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2014年度 第一人事 非常勤職員 非常勤職員 総務部人事課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2014年度
人事給与シ
ステム

人事給与システム 平成26年度システム設定資料（組織・人事）
総務部人事課人事給与シス
テム担当

2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2014年度
人事給与シ
ステム

人事給与システム 平成26年度システム設定資料（給与）
総務部人事課人事給与シス
テム担当

2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2014年度
人事給与シ
ステム

人事給与システム 平成26年度人事給与システム雑件
総務部人事課人事給与シス
テム担当

2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2014年度
人事給与シ
ステム

人事給与システム 平成26年度システム契約関係資料
総務部人事課人事給与シス
テム担当

2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2014年度 第三人事 給与決定 本給算定調書(その他)(26年度) 総務部人事課長 2015/4/1 20年 2035/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2014年度 第三人事 給与決定 本給算定調書(教員)(26年度) 総務部人事課長 2015/4/1 20年 2035/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2014年度 第三人事 昇級 昇級(平成26年度) 総務部人事課長 2015/4/1 20年 2035/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2014年度 第二人事 外国人教師 外国人研究員雇用契約書 H26 総務部人事課長 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2014年度 第二人事 外国人教師 外国人研究員関係綴 H26 総務部人事課長 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2014年度 第二人事 旧姓使用 職員の旧姓使用受付簿(平成26年度) 総務部人事課長 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 ロッカー室 総務部人事課長 廃棄

2014年度 第二人事 現員 教官定員・現員表(平成26年度) 総務部人事課長 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 移管

2014年度 第二人事 出向(受入) 民間企業からの在籍出向 H26 総務部人事課長 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2014年度 第二人事 称号 客員教授・特任教授等選考綴 H26 総務部人事課長 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 ロッカー室 総務部人事課長 移管

2014年度 第二人事 進退録 学長・学部長・政令部局長等(上申書)H26① 総務部人事課長 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 移管
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2014年度 第二人事 進退録 学長・学部長・政令部局長等(上申書)H26② 総務部人事課長 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 移管

2014年度 第二人事 進退録 進退書類綴 教員 H26① 総務部人事課長 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2014年度 第二人事 進退録 進退書類綴 教員 H26② 総務部人事課長 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2014年度 第二人事 進退録 進退書類綴 教員 H26③ 総務部人事課長 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2014年度 第二人事 進退録 進退書類綴 教員 H26④ 総務部人事課長 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2014年度 第二人事 進退録 進退書類綴 教員 H26⑤ 総務部人事課長 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2014年度 第二人事 進退録 進退書類綴 教員 H26⑥ 総務部人事課長 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2014年度 第二人事 進退録 進退書類綴 教員 H26⑦ 総務部人事課長 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2014年度 第二人事 進退録 進退書類綴 教員 H26⑧ 総務部人事課長 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2014年度 第二人事 進退録 進退書類綴 教員 H26⑨ 総務部人事課長 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2014年度 第二人事 進退録 進退書類綴 教員 H26⑩ 総務部人事課長 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2014年度 第二人事 進退録 進退書類綴 教員 H26⑪ 総務部人事課長 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2014年度 第二人事 進退録 進退書類綴 教員 H26⑫ 総務部人事課長 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2014年度 第二人事 進退録 進退書類綴 教員 H26⑬ 総務部人事課長 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2014年度 第二人事 進退録 進退書類綴 教員 H26⑭ 総務部人事課長 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2014年度 第二人事 進退録 進退書類綴 教員 H26⑮ 総務部人事課長 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2014年度 第二人事 進退録 進退書類綴 教員 H26⑯ 総務部人事課長 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2014年度 第二人事 進退録 進退書類綴 教員 H26⑰ 総務部人事課長 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2014年度 第二人事 進退録 進退書類綴 教員 H26⑱ 総務部人事課長 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2014年度 第二人事 進退録 進退書類綴 教員 H26⑲ 総務部人事課長 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2014年度 第二人事 進退録 進退書類綴 教員 H26⑳ 総務部人事課長 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2014年度 第一人事 任免 進退書類綴　附属病院　行（二）医（二）（三）を除くその他の職員 総務部人事課長 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2015年度 第三人事 諸手当 平成27年度　現況調べ通知関係 総務部人事課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2015年度 第三人事 諸手当 現況届(27年度) 総務部人事課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2015年度 第三人事 給与決定 復職時調整　平成27年4月～ 総務部人事課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2015年度 第三人事 その他 平成27年度　過年度追給・戻入 総務部人事課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2015年度 第三人事 規程改正 給与改正(27年度) 総務部人事課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2015年度 第三人事 諸手当 手当認定決裁　平成27年度 総務部人事課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2015年度 第三人事 諸手当 平成27年退職者等通勤届兼認定簿 総務部人事課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2015年度 第三人事 諸手当 期末・勤勉手当　加算率(平成27年12月期) 総務部人事課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2015年度 第三人事 諸手当
期末・勤勉手当　加算率(平成27年6月期)　年俸制適用承継教員　基
本年俸・業績給改定（平成27年）

総務部人事課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2015年度 第三人事 諸手当 期末・勤勉手当　期間率(平成27年12月期) 総務部人事課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2015年度 第三人事 諸手当 期末・勤勉手当　期間率(平成27年6月期) 総務部人事課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2015年度 第三人事 昇給 昇給(平成28年1月1日)　① 総務部人事課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2015年度 第三人事 昇給 昇給(平成28年1月1日)　② 総務部人事課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2015年度 第三人事 調査・統計・報告 給与水準(平成26年度) 総務部人事課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2015年度 第三人事 俸給の調整額 平成27年4月1日　大学院担当・指導 総務部人事課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2015年度 第三人事 俸給の調整額 平成27年度　大学院指導 総務部人事課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2015年度 第三人事 俸給の調整額 平成27年度　大学院担当 総務部人事課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2015年度 第三人事 給与決定 年俸制適用承継教員　基本年俸・業績給改定関係資料 総務部人事課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2015年度 第一人事 退職手当 退職手当 総務部人事課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2015年度 第一人事 非常勤職員 非常勤職員 総務部人事課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄
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2015年度 第三人事 給与決定 本給算定調書(その他)(27年度) 総務部人事課長 2016/4/1 20年 2036/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2015年度 第三人事 給与決定 本給算定調書(教員)(27年度) 総務部人事課長 2016/4/1 20年 2036/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2015年度 第三人事 昇級 昇級(平成27年度) 総務部人事課長 2016/4/1 20年 2036/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2015年度 第一人事 任免 進退書類綴　附属病院　行（二）医（二）（三）を除くその他の職員 総務部人事課長 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2015年度 第二人事 調査 各種調査・資料等の作成（平成27年度）① 総務部人事課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2015年度 第二人事 調査 各種調査・資料等の作成（平成27年度）② 総務部人事課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2015年度 第二人事 調査 各種調査・資料等の作成（平成27年度）③ 総務部人事課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2015年度 給与経理 給与 平成27年度ティーチング・リサーチアシスタント申請書 総務部人事課給与経理担当 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2015年度 給与経理 給与 平成27年度基準給与簿 総務部人事課給与経理担当 2016/4/1 5年 2021/3/31 電子
共有システムサー
バー内

総務部人事課長 廃棄

2015年度 給与経理 給与 平成27年度給与支給決議書 総務部人事課給与経理担当 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2015年度 給与経理 給与
平成27年度在籍出向者に係る給与相当額明細の報告書(請求依頼含
む)

総務部人事課給与経理担当 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2015年度 給与経理 給与 平成27年度職員別給与簿 総務部人事課給与経理担当 2016/4/1 5年 2021/3/31 電子
共有システムサー
バー内

総務部人事課長 廃棄

2015年度 給与経理 支出 平成27年度給与の口座振込申出書 総務部人事課給与経理担当 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2015年度 給与経理 住民税 平成27年度給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書 総務部人事課給与経理担当 2016/4/1 5年 2021/3/31 電子
共有システムサー
バー内

総務部人事課長 廃棄

2015年度 給与経理 服務 平成27年度勤務時間報告書 総務部人事課給与経理担当 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2015年度 給与経理 給与 平成27年非居住者支払調書 総務部人事課給与経理担当 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2015年度 給与経理 給与 平成27年度給与所得の源泉徴収票 総務部人事課給与経理担当 2016/4/1 7年 2023/3/31 電子
共有システムサー
バー内

総務部人事課長 廃棄

2015年度 給与経理 給与 平成27年度給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書 総務部人事課給与経理担当 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2015年度 給与経理 給与 平成27年度給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 総務部人事課給与経理担当 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2015年度 給与経理 給与
平成27年度給与所得者の保険料控除兼給与所得者の配偶者特別控
除申込書

総務部人事課給与経理担当 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2015年度 給与経理 給与 平成27年度退職手当支給調書 総務部人事課給与経理担当 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2015年度 給与経理 住民税 平成27年度市民税県民税特別徴収税額の変更、決定通知書 総務部人事課給与経理担当 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2015年度 給与経理 所得税 平成27年度所得税の還付請求書 総務部人事課給与経理担当 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2015年度 給与経理 所得税 平成27年度所得税の誤納付額請求書 総務部人事課給与経理担当 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2015年度 給与経理 所得税 平成27年度給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表 総務部人事課給与経理担当 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2015年度 給与経理 所得税 平成27年度扶養控除等の控除誤りの是正綴 総務部人事課給与経理担当 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2015年度 給与経理 労働保険 平成27年度労働保険概算・確定保険料合計表 総務部人事課給与経理担当 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2015年度 給与経理 給与 平成27年給与等の戻入 総務部人事課給与経理担当 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2015年度 給与経理 給与 平成27年度非常勤講師口座振込等申出書 総務部人事課給与経理担当 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2015年度 給与経理 住民税 平成27年度住民税特別徴収切替依頼 総務部人事課給与経理担当 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2015年度 給与経理 所得税 平成27年度特定支出控除証明発行 総務部人事課給与経理担当 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2015年度 第二人事 通知 人事関係通知集（人事班）(平成27年度) 総務部人事課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2015年度 第二人事 非常勤講師 非常勤講師関係綴 H27 総務部人事課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2015年度
人事給与シ
ステム

人事給与システム 平成27年度システム設定資料（組織・人事）
総務部人事課人事給与シス
テム担当

2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2015年度
人事給与シ
ステム

人事給与システム 平成27年度システム設定資料（給与）
総務部人事課人事給与シス
テム担当

2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2015年度
人事給与シ
ステム

人事給与システム 平成27年度人事給与システム雑件
総務部人事課人事給与シス
テム担当

2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2015年度
人事給与シ
ステム

人事給与システム 平成27年度システム契約関係資料
総務部人事課人事給与シス
テム担当

2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2015年度 第二人事 旧姓使用 職員の旧姓使用受付簿(平成27年度) 総務部人事課長 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2015年度 第二人事 現員 教官定員・現員表(平成27年度) 総務部人事課長 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 移管

2015年度 第二人事 出向(受入) 民間企業からの在籍出向 H27 総務部人事課長 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2015年度 第二人事 称号 客員教授・特任教授等選考綴 H27 総務部人事課長 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 移管

2015年度 第二人事 進退録 学長・学部長・政令部局長等(上申書)H27① 総務部人事課長 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 移管
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2015年度 第二人事 進退録 学長・学部長・政令部局長等(上申書)H27② 総務部人事課長 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 移管

2015年度 第二人事 進退録 進退書類綴 教員 H27① 総務部人事課長 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2015年度 第二人事 進退録 進退書類綴 教員 H27② 総務部人事課長 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2015年度 第二人事 進退録 進退書類綴 教員 H27③ 総務部人事課長 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2015年度 第二人事 進退録 進退書類綴 教員 H27④ 総務部人事課長 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2015年度 第二人事 進退録 進退書類綴 教員 H27⑤ 総務部人事課長 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2015年度 第二人事 進退録 進退書類綴 教員 H27⑥ 総務部人事課長 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2015年度 第二人事 進退録 進退書類綴 教員 H27⑦ 総務部人事課長 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2015年度 第二人事 進退録 進退書類綴 教員 H27⑧ 総務部人事課長 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2015年度 第二人事 進退録 進退書類綴 教員 H27⑨ 総務部人事課長 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2015年度 第二人事 進退録 進退書類綴 教員 H27⑩ 総務部人事課長 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2015年度 第二人事 進退録 進退書類綴 教員 H27⑪ 総務部人事課長 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2015年度 第二人事 進退録 進退書類綴 教員 H27⑫ 総務部人事課長 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2015年度 第二人事 進退録 進退書類綴 教員 H27⑬ 総務部人事課長 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2015年度 第二人事 進退録 進退書類綴 教員 H27⑭ 総務部人事課長 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2015年度 第二人事 進退録 進退書類綴 教員 H27⑮ 総務部人事課長 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2015年度 第二人事 進退録 進退書類綴 教員 H27⑯ 総務部人事課長 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2015年度 第二人事 進退録 進退書類綴 教員 H27⑰ 総務部人事課長 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2015年度 第二人事 進退録 進退書類綴 教員 H27⑱ 総務部人事課長 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2015年度 第二人事 進退録 進退書類綴 教員 H27⑲ 総務部人事課長 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2015年度 第二人事 進退録 進退書類綴 教員 H27⑳ 総務部人事課長 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2016年度 第三人事 諸手当 平成28年度　現況調べ通知関係 総務部人事課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2016年度 第三人事 諸手当 現況届(28年度) 総務部人事課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2016年度 第三人事 給与決定 復職時調整　平成28年4月～ 総務部人事課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2016年度 第三人事 その他 平成28年度　過年度追給・戻入 総務部人事課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2016年度 第三人事 規程改正 給与改正(28年度) 総務部人事課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2016年度 第三人事 諸手当 手当認定決裁　平成28年度 総務部人事課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2016年度 第三人事 諸手当 平成28年退職者等通勤届兼認定簿 総務部人事課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2016年度 第三人事 諸手当 期末・勤勉手当　加算率(平成28年12月期) 総務部人事課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2016年度 第三人事 諸手当
期末・勤勉手当　加算率(平成28年6月期)　年俸制適用承継教員　基
本年俸・業績給改定（平成28年）

総務部人事課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2016年度 第三人事 諸手当 期末・勤勉手当　期間率(平成28年12月期) 総務部人事課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2016年度 第三人事 諸手当 期末・勤勉手当　期間率(平成28年6月期) 総務部人事課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2016年度 第三人事 昇給 昇給(平成29年1月1日)　① 総務部人事課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2016年度 第三人事 昇給 昇給(平成29年1月1日)　② 総務部人事課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2016年度 第三人事 調査・統計・報告 給与水準(平成27年度) 総務部人事課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2016年度 第三人事 俸給の調整額 平成28年4月1日　大学院担当・指導 総務部人事課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2016年度 第三人事 俸給の調整額 平成28年度　大学院指導 総務部人事課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2016年度 第三人事 俸給の調整額 平成28年度　大学院担当 総務部人事課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2016年度 第一人事 退職手当 退職手当 総務部人事課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2016年度 第一人事 非常勤職員 非常勤職員 総務部人事課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2016年度 第三人事 給与決定 本給算定調書(その他)(28年度) 総務部人事課長 2017/4/1 20年 2037/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2016年度 第三人事 給与決定 本給算定調書(教員)(28年度) 総務部人事課長 2017/4/1 20年 2037/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄
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作成・取得者 起算日 保存期間 保存期間満了日
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保存期間満了時の措
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2016年度 第三人事 昇級 昇級(平成28年度) 総務部人事課長 2017/4/1 20年 2037/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2016年度 第一人事 任免 進退書類綴　附属病院　行（二）医（二）（三）を除くその他の職員 総務部人事課長 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2016年度 第二人事 調査 各種調査・資料等の作成（平成28年度）① 総務部人事課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2016年度 第二人事 調査 各種調査・資料等の作成（平成28年度）② 総務部人事課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2016年度 給与経理 給与 平成28年度ティーチング・リサーチアシスタント申請書 総務部人事課給与経理担当 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2016年度 給与経理 給与 平成28年度基準給与簿 総務部人事課給与経理担当 2017/4/1 5年 2022/3/31 電子
共有システムサー
バー内

総務部人事課長 廃棄

2016年度 給与経理 給与 平成28年度給与支給決議書 総務部人事課給与経理担当 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2016年度 給与経理 給与
平成28年度在籍出向者に係る給与相当額明細の報告書(請求依頼含
む)

総務部人事課給与経理担当 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2016年度 給与経理 給与 平成28年度職員別給与簿 総務部人事課給与経理担当 2017/4/1 5年 2022/3/31 電子
共有システムサー
バー内

総務部人事課長 廃棄

2016年度 給与経理 支出 平成28年度給与の口座振込申出書 総務部人事課給与経理担当 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2016年度 給与経理 住民税 平成28年度給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書 総務部人事課給与経理担当 2017/4/1 5年 2022/3/31 電子
共有システムサー
バー内

総務部人事課長 廃棄

2016年度 給与経理 服務 平成28年度勤務時間報告書 総務部人事課給与経理担当 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2016年度 給与経理 給与 平成28年非居住者支払調書 総務部人事課給与経理担当 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2016年度 給与経理 給与 平成28年度給与所得の源泉徴収票 総務部人事課給与経理担当 2017/4/1 7年 2024/3/31 電子
共有システムサー
バー内

総務部人事課長 廃棄

2016年度 給与経理 給与 平成28年度給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書 総務部人事課給与経理担当 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2016年度 給与経理 給与 平成28年度給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 総務部人事課給与経理担当 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2016年度 給与経理 給与
平成28年度給与所得者の保険料控除兼給与所得者の配偶者特別控
除申込書

総務部人事課給与経理担当 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2016年度 給与経理 給与 平成28年度退職手当支給調書 総務部人事課給与経理担当 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2016年度 給与経理 住民税 平成28年度市民税県民税特別徴収税額の変更、決定通知書 総務部人事課給与経理担当 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2016年度 給与経理 所得税 平成28年度所得税の誤納付額請求書 総務部人事課給与経理担当 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2016年度 給与経理 所得税 平成28年度給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表 総務部人事課給与経理担当 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2016年度 給与経理 所得税 平成28年度扶養控除等の控除誤りの是正綴 総務部人事課給与経理担当 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2016年度 給与経理 労働保険 平成28年度労働保険概算・確定保険料合計表 総務部人事課給与経理担当 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2016年度 給与経理 給与 平成28年給与等の戻入 総務部人事課給与経理担当 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2016年度 給与経理 給与 平成28年度非常勤講師口座振込等申出書 総務部人事課給与経理担当 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2016年度 給与経理 住民税 平成28年度住民税特別徴収切替依頼 総務部人事課給与経理担当 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2016年度 給与経理 所得税 平成28年度特定支出控除証明発行 総務部人事課給与経理担当 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2016年度 給与経理 所得税 前職確認表（年末調整用） 総務部人事課給与経理担当 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2016年度 第二人事 通知 人事関係通知集（人事係）(平成28年度) 総務部人事課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2016年度
人事給与シ
ステム

人事給与システム 平成28年度システム設定資料（組織・人事）
総務部人事課人事給与シス
テム担当

2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2016年度
人事給与シ
ステム

人事給与システム 平成28年度システム設定資料（給与）
総務部人事課人事給与シス
テム担当

2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2016年度
人事給与シ
ステム

人事給与システム 平成28年度人事給与システム雑件
総務部人事課人事給与シス
テム担当

2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2016年度
人事給与シ
ステム

人事給与システム 平成28年度システム契約関係資料
総務部人事課人事給与シス
テム担当

2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2016年度 第二人事 旧姓使用 旧姓使用受付簿(平成28年度) 総務部人事課長 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2016年度 第二人事 現員 教官定員・現員表(平成28年度) 総務部人事課長 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 移管

2016年度 第二人事 出向(受入) 民間企業からの在籍出向 H28 総務部人事課長 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2016年度 第二人事 称号 客員教授・特任教授等選考綴 H28 総務部人事課長 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 移管

2016年度 第二人事 進退録 学長・学部長・政令部局長等(上申書)H28① 総務部人事課長 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 移管

2016年度 第二人事 進退録 学長・学部長・政令部局長等(上申書)H28② 総務部人事課長 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 移管

2016年度 第二人事 進退録 進退書類綴 教員 H28① 総務部人事課長 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2016年度 第二人事 進退録 進退書類綴 教員 H28② 総務部人事課長 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2016年度 第二人事 進退録 進退書類綴 教員 H28③ 総務部人事課長 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄
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2016年度 第二人事 進退録 進退書類綴 教員 H28④ 総務部人事課長 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2016年度 第二人事 進退録 進退書類綴 教員 H28⑤ 総務部人事課長 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2016年度 第二人事 進退録 進退書類綴 教員 H28⑥ 総務部人事課長 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2016年度 第二人事 進退録 進退書類綴 教員 H28⑦ 総務部人事課長 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2016年度 第二人事 進退録 進退書類綴 教員 H28⑧ 総務部人事課長 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2016年度 第二人事 進退録 進退書類綴 教員 H28⑨ 総務部人事課長 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2016年度 第二人事 進退録 進退書類綴 教員 H28⑩ 総務部人事課長 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2016年度 第二人事 進退録 進退書類綴 教員 H28⑪ 総務部人事課長 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2016年度 第二人事 進退録 進退書類綴 教員 H28⑫ 総務部人事課長 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2016年度 第二人事 進退録 進退書類綴 教員 H28⑬ 総務部人事課長 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2016年度 第二人事 進退録 進退書類綴 教員 H28⑭ 総務部人事課長 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2016年度 第二人事 進退録 進退書類綴 教員 H28⑮ 総務部人事課長 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2016年度 第二人事 進退録 進退書類綴 教員 H28⑯ 総務部人事課長 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2016年度 第二人事 進退録 進退書類綴 教員 H28⑰ 総務部人事課長 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2016年度 第二人事 進退録 進退書類綴 教員 H28⑱ 総務部人事課長 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2016年度 第二人事 進退録 進退書類綴 教員 H28⑲ 総務部人事課長 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2016年度 第二人事 進退録 進退書類綴 教員 H28⑳ 総務部人事課長 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2016年度 第二人事 進退録 進退書類綴 教員 H28㉑ 総務部人事課長 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2017年度 第二人事 調査 各種調査・資料等の作成（平成29年度）① 総務部人事課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2017年度 第二人事 調査 各種調査・資料等の作成（平成29年度）② 総務部人事課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2017年度 第三人事 諸手当 平成29年度　現況調べ通知関係 総務部人事課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2017年度 第三人事 諸手当 現況届(29年度) 総務部人事課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2017年度 第二人事 通知 人事関係通知集（人事係）(平成29年度) 総務部人事課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2017年度 第三人事 給与決定 復職時調整　平成29年4月～ 総務部人事課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2017年度 第三人事 その他 平成29年度　過年度追給・戻入 総務部人事課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2017年度 第三人事 規程改正 給与改正(29年度) 総務部人事課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2017年度 第三人事 諸手当 手当認定決裁　平成29年度 総務部人事課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2017年度 第三人事 諸手当 平成29年退職者等通勤届兼認定簿 総務部人事課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2017年度 第三人事 諸手当 期末・勤勉手当　加算率(平成29年12月期) 総務部人事課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2017年度 第三人事 諸手当
期末・勤勉手当　加算率(平成29年6月期)　年俸制適用承継教員　基
本年俸・業績給改定（平成29年）

総務部人事課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2017年度 第三人事 諸手当 期末・勤勉手当　期間率(平成29年12月期) 総務部人事課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2017年度 第三人事 諸手当 期末・勤勉手当　期間率(平成29年6月期) 総務部人事課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2017年度 第三人事 昇給 昇給(平成30年1月1日)　① 総務部人事課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2017年度 第三人事 昇給 昇給(平成30年1月1日)　② 総務部人事課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2017年度 第三人事 調査・統計・報告 給与水準(平成28年度) 総務部人事課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2017年度 第三人事 俸給の調整額 平成29年4月1日　大学院担当・指導 総務部人事課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2017年度 第三人事 俸給の調整額 平成29年度　大学院指導 総務部人事課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2017年度 第三人事 俸給の調整額 平成29年度　大学院担当 総務部人事課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2017年度 第三人事 給与決定 本給算定調書(その他)(29年度) 総務部人事課長 2018/4/1 20年 2038/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2017年度 第三人事 給与決定 本給算定調書(教員)(29年度) 総務部人事課長 2018/4/1 20年 2038/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2017年度 第三人事 昇級 昇級(平成29年度) 総務部人事課長 2018/4/1 20年 2038/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2017年度 第二人事 旧姓使用 旧姓使用受付簿(平成29年度) 総務部人事課長 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄



作成・取得年度 大分類 中分類
ファイル名
（小分類）
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2017年度 第二人事 現員 教官定員・現員表(平成29年度) 総務部人事課長 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 移管

2017年度 第二人事 出向(受入) 民間企業からの在籍出向 H29 総務部人事課長 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2017年度 第二人事 称号 客員教授・特任教授等選考綴 H29 総務部人事課長 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 移管

2017年度 第二人事 進退録 学長・学部長・政令部局長等(上申書)H29① 総務部人事課長 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 移管

2017年度 第二人事 進退録 学長・学部長・政令部局長等(上申書)H29② 総務部人事課長 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 移管

2017年度 第二人事 進退録 進退書類綴 教員 H29① 総務部人事課長 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2017年度 第二人事 進退録 進退書類綴 教員 H29② 総務部人事課長 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2017年度 第二人事 進退録 進退書類綴 教員 H29③ 総務部人事課長 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2017年度 第二人事 進退録 進退書類綴 教員 H29④ 総務部人事課長 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2017年度 第二人事 進退録 進退書類綴 教員 H29⑤ 総務部人事課長 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2017年度 第二人事 進退録 進退書類綴 教員 H29⑥ 総務部人事課長 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2017年度 第二人事 進退録 進退書類綴 教員 H29⑦ 総務部人事課長 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2017年度 第二人事 進退録 進退書類綴 教員 H29⑧ 総務部人事課長 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2017年度 第二人事 進退録 進退書類綴 教員 H29⑨ 総務部人事課長 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2017年度 第二人事 進退録 進退書類綴 教員 H29⑩ 総務部人事課長 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2017年度 第二人事 進退録 進退書類綴 教員 H29⑪ 総務部人事課長 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2017年度 第二人事 進退録 進退書類綴 教員 H29⑫ 総務部人事課長 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2017年度 第二人事 進退録 進退書類綴 教員 H29⑬ 総務部人事課長 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2017年度 第二人事 進退録 進退書類綴 教員 H29⑭ 総務部人事課長 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2017年度 第二人事 進退録 進退書類綴 教員 H29⑮ 総務部人事課長 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2017年度 第二人事 進退録 進退書類綴 教員 H29⑯ 総務部人事課長 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2017年度 第二人事 進退録 進退書類綴 教員 H29⑰ 総務部人事課長 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2017年度 第二人事 進退録 進退書類綴 教員 H29⑱ 総務部人事課長 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2017年度 第二人事 進退録 進退書類綴 教員 H29⑲ 総務部人事課長 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2017年度 第二人事 進退録 進退書類綴 教員 H29⑳ 総務部人事課長 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2017年度 第二人事 進退録 進退書類綴 教員 H29㉑ 総務部人事課長 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2017年度 給与経理 給与 平成29年度ティーチング・リサーチアシスタント申請書 総務部人事課給与経理担当 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2017年度 給与経理 給与 平成29年度基準給与簿 総務部人事課給与経理担当 2018/4/1 5年 2023/3/31 電子
共有システムサー
バー内

総務部人事課長 廃棄

2017年度 給与経理 給与 平成29年度給与支給決議書 総務部人事課給与経理担当 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2017年度 給与経理 給与
平成29年度在籍出向者に係る給与相当額明細の報告書(請求依頼含
む)

総務部人事課給与経理担当 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2017年度 給与経理 給与 平成29年度職員別給与簿 総務部人事課給与経理担当 2018/4/1 5年 2023/3/31 電子
共有システムサー
バー内

総務部人事課長 廃棄

2017年度 給与経理 支出 平成29年度給与の口座振込申出書 総務部人事課給与経理担当 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2017年度 給与経理 住民税 平成29年度給与所得者異動届出書 総務部人事課給与経理担当 2018/4/1 5年 2023/3/31 電子
共有システムサー
バー内

総務部人事課長 廃棄

2017年度 給与経理 住民税 平成29年度給与報告 ELTAX 総務部人事課給与経理担当 2018/4/1 5年 2023/3/31 電子
共有システムサー
バー内

総務部人事課長 廃棄

2017年度 給与経理 服務 平成29年度勤務時間報告書 総務部人事課給与経理担当 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2017年度 給与経理 給与 平成29年非居住者支払調書 総務部人事課給与経理担当 2018/4/1 7年 2025/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2017年度 給与経理 給与 平成29年度給与所得の源泉徴収票 総務部人事課給与経理担当 2018/4/1 7年 2025/3/31 電子
共有システムサー
バー内

総務部人事課長 廃棄

2017年度 給与経理 給与 平成29年度給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書 総務部人事課給与経理担当 2018/4/1 7年 2025/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2017年度 給与経理 給与 平成29年度給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 総務部人事課給与経理担当 2018/4/1 7年 2025/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2017年度 給与経理 給与
平成29年度給与所得者の保険料控除兼給与所得者の配偶者特別控
除申込書

総務部人事課給与経理担当 2018/4/1 7年 2025/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2017年度 給与経理 給与 平成29年度退職手当支給調書 総務部人事課給与経理担当 2018/4/1 7年 2025/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2017年度 給与経理 住民税 平成29年度市民税県民税特別徴収税額の変更、決定通知書 総務部人事課給与経理担当 2018/4/1 7年 2025/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄
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2017年度 給与経理 所得税 平成29年度所得税の誤納付額請求書 総務部人事課給与経理担当 2018/4/1 7年 2025/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2017年度 給与経理 所得税 平成29年度給与支払報告書 総務部人事課給与経理担当 2018/4/1 7年 2025/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2017年度 給与経理 所得税 平成29年度扶養控除等の控除誤りの是正綴 総務部人事課給与経理担当 2018/4/1 7年 2025/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2017年度 給与経理 労働保険 平成29年度労働保険概算・確定保険料合計表 総務部人事課給与経理担当 2018/4/1 7年 2025/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2017年度 給与経理 給与 平成29年給与等の戻入 総務部人事課給与経理担当 2018/4/1 7年 2025/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2017年度 給与経理 給与 平成29年度非常勤講師口座振込等申出書 総務部人事課給与経理担当 2018/4/1 7年 2025/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2017年度 給与経理 住民税 平成29年度住民税特別徴収切替依頼 総務部人事課給与経理担当 2018/4/1 7年 2025/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2017年度 給与経理 所得税 平成29年度特定支出控除証明発行 総務部人事課給与経理担当 2018/4/1 7年 2025/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2017年度 給与経理 所得税 前職確認表（年末調整用） 総務部人事課給与経理担当 2018/4/1 7年 2025/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2017年度
人事給与シ
ステム

人事給与システム 平成29年度システム設定資料（組織・人事）
総務部人事課人事給与シス
テム担当

2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2017年度
人事給与シ
ステム

人事給与システム 平成29年度システム設定資料（給与）
総務部人事課人事給与シス
テム担当

2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2017年度
人事給与シ
ステム

人事給与システム 平成29年度人事給与システム雑件
総務部人事課人事給与シス
テム担当

2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2017年度
人事給与シ
ステム

人事給与システム 平成29年度システム契約関係資料
総務部人事課人事給与シス
テム担当

2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2017年度 第一人事 退職手当 退職手当 総務部人事課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2017年度 第一人事 非常勤職員 非常勤職員 総務部人事課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2017年度 第一人事 非常勤職員 無期転換運用関係　平成29年度 総務部人事課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2017年度 第一人事 任免 進退書類綴　附属病院　行（二）医（二）（三）を除くその他の職員 総務部人事課長 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2018年度
人事給与シ
ステム

人事給与システム 平成30年度システム設定資料（組織・人事）
総務部人事課人事給与シス
テム担当

2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2018年度
人事給与シ
ステム

人事給与システム 平成30年度システム設定資料（給与）
総務部人事課人事給与シス
テム担当

2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2018年度
人事給与シ
ステム

人事給与システム 平成30年度人事給与システム雑件
総務部人事課人事給与シス
テム担当

2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2018年度
人事給与シ
ステム

人事給与システム 平成30年度システム契約関係資料
総務部人事課人事給与シス
テム担当

2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2018年度 第二人事 調査 各種調査・資料等の作成（平成30年度）① 総務部人事課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2018年度 第二人事 調査 各種調査・資料等の作成（平成30年度）② 総務部人事課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2018年度 第二人事 通知 人事関係通知集（人事係）(平成30年度) 総務部人事課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2018年度 第三人事 給与決定 平成30年4月～　復職時調整 総務部人事課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2018年度 第三人事 その他 平成30年度　過年度追給・戻入 総務部人事課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2018年度 第三人事 規程改正 給与改正(30年度) 総務部人事課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2018年度 第三人事 給与決定 本給算定調書(その他)(30年度) 総務部人事課長 2019/4/1 20年 2029/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2018年度 第三人事 給与決定 本給算定調書(教員)(30年度) 総務部人事課長 2019/4/1 20年 2029/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2018年度 第三人事 諸手当 手当認定決裁　平成30年度 総務部人事課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2018年度 第三人事 諸手当 平成30年退職者等通勤届兼認定簿 総務部人事課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2018年度 第三人事 諸手当 平成30年度　現況調べ通知関係 総務部人事課長 2019/4/1 5年 2029/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2018年度 第三人事 諸手当 現況届(30年度) 総務部人事課長 2019/4/1 5年 2029/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2018年度 第三人事 諸手当 期末・勤勉手当　加算率(平成30年12月期) 総務部人事課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2018年度 第三人事 諸手当
期末・勤勉手当　加算率(平成30年6月期)　年俸制適用承継教員　基
本年俸・業績給改定（平成30年）

総務部人事課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2018年度 第三人事 諸手当 期末・勤勉手当　期間率(平成30年12月期) 総務部人事課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2018年度 第三人事 諸手当 期末・勤勉手当　期間率(平成30年6月期) 総務部人事課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2018年度 第三人事 昇級 昇級(平成30年度) 総務部人事課長 2019/04/01 20年 2029/03/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2018年度 第三人事 昇給 昇給(平成31年1月1日)　① 総務部人事課長 2019/04/01 10年 2029/03/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2018年度 第三人事 昇給 昇給(平成31年1月1日)　② 総務部人事課長 2019/04/01 10年 2029/03/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2018年度 第三人事 調査・統計・報告 給与水準(平成29年度) 総務部人事課長 2019/04/01 10年 2029/03/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2018年度 第三人事 俸給の調整額 平成30年4月1日　大学院担当・指導 総務部人事課長 2019/04/01 10年 2029/03/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄



作成・取得年度 大分類 中分類
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作成・取得者 起算日 保存期間 保存期間満了日
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保存期間満了時の措
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2018年度 第三人事 俸給の調整額 平成30年度　大学院担当・指導 総務部人事課長 2019/04/01 10年 2029/03/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2018年度 第二人事 旧姓使用 旧姓使用受付簿(平成30年度) 総務部人事課長 2019/04/01 30年 2049/03/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2018年度 第二人事 現員 教官定員・現員表(平成30年度) 総務部人事課長 2019/04/01 30年 2049/03/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 移管

2018年度 第二人事 出向(受入) 民間企業からの在籍出向 H30 総務部人事課長 2019/04/01 30年 2049/03/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2018年度 第二人事 称号 客員教授・特任教授等選考綴 H30 総務部人事課長 2019/04/01 30年 2049/03/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 移管

2018年度 第二人事 進退録 学長・学部長・政令部局長等(上申書)H30① 総務部人事課長 2019/04/01 30年 2049/03/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 移管

2018年度 第二人事 進退録 学長・学部長・政令部局長等(上申書)H30② 総務部人事課長 2019/04/01 30年 2049/03/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 移管

2018年度 第二人事 進退録 進退書類綴 教員 H30① 総務部人事課長 2019/04/01 30年 2049/03/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2018年度 第二人事 進退録 進退書類綴 教員 H30② 総務部人事課長 2019/04/01 30年 2049/03/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2018年度 第二人事 進退録 進退書類綴 教員 H30③ 総務部人事課長 2019/04/01 30年 2049/03/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2018年度 第二人事 進退録 進退書類綴 教員 H30④ 総務部人事課長 2019/04/01 30年 2049/03/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2018年度 第二人事 進退録 進退書類綴 教員 H30⑤ 総務部人事課長 2019/04/01 30年 2049/03/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2018年度 第二人事 進退録 進退書類綴 教員 H30⑥ 総務部人事課長 2019/04/01 30年 2049/03/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2018年度 第二人事 進退録 進退書類綴 教員 H30⑦ 総務部人事課長 2019/04/01 30年 2049/03/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2018年度 第二人事 進退録 進退書類綴 教員 H30⑧ 総務部人事課長 2019/04/01 30年 2049/03/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2018年度 第二人事 進退録 進退書類綴 教員 H30⑨ 総務部人事課長 2019/04/01 30年 2049/03/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2018年度 第二人事 進退録 進退書類綴 教員 H30⑩ 総務部人事課長 2019/04/01 30年 2049/03/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2018年度 第二人事 進退録 進退書類綴 教員 H30⑪ 総務部人事課長 2019/04/01 30年 2049/03/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2018年度 第二人事 進退録 進退書類綴 教員 H30⑫ 総務部人事課長 2019/04/01 30年 2049/03/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2018年度 第二人事 進退録 進退書類綴 教員 H30⑬ 総務部人事課長 2019/04/01 30年 2049/03/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2018年度 第二人事 進退録 進退書類綴 教員 H30⑭ 総務部人事課長 2019/04/01 30年 2049/03/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2018年度 第二人事 進退録 進退書類綴 教員 H30⑮ 総務部人事課長 2019/04/01 30年 2049/03/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2018年度 第二人事 進退録 進退書類綴 教員 H30⑯ 総務部人事課長 2019/04/01 30年 2049/03/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2018年度 第二人事 進退録 進退書類綴 教員 H30⑰ 総務部人事課長 2019/04/01 30年 2049/03/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2018年度 第二人事 進退録 進退書類綴 教員 H30⑱ 総務部人事課長 2019/04/01 30年 2049/03/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2018年度 第二人事 進退録 進退書類綴 教員 H30⑲ 総務部人事課長 2019/04/01 30年 2049/03/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2018年度 第二人事 進退録 進退書類綴 教員 H30⑳ 総務部人事課長 2019/04/01 30年 2049/03/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2018年度 第二人事 進退録 進退書類綴 教員 H30㉑ 総務部人事課長 2019/04/01 30年 2049/03/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2018年度 給与経理 給与 平成30年度ティーチング・リサーチアシスタント申請書 総務部人事課給与経理担当 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2018年度 給与経理 給与 平成30年度基準給与簿 総務部人事課給与経理担当 2019/04/01 5年 2024/03/31 電子
共有システムサー
バー内

総務部人事課長 廃棄

2018年度 給与経理 給与 平成30年度給与支給決議書 総務部人事課給与経理担当 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2018年度 給与経理 給与
平成30年度在籍出向者に係る給与相当額明細の報告書(請求依頼含
む)

総務部人事課給与経理担当 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2018年度 給与経理 給与 平成30年度職員別給与簿 総務部人事課給与経理担当 2019/04/01 5年 2024/03/31 電子
共有システムサー
バー内

総務部人事課長 廃棄

2018年度 給与経理 支出 平成30年度給与の口座振込申出書 総務部人事課給与経理担当 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2018年度 給与経理 住民税 平成30年度給与所得者異動届出書 総務部人事課給与経理担当 2019/04/01 5年 2024/03/31 電子
共有システムサー
バー内

総務部人事課長 廃棄

2018年度 給与経理 住民税 平成30年度給与報告 ELTAX 総務部人事課給与経理担当 2019/04/01 5年 2024/03/31 電子
共有システムサー
バー内

総務部人事課長 廃棄

2018年度 給与経理 服務 平成30年度勤務時間報告書 総務部人事課給与経理担当 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2018年度 給与経理 給与 平成30年非居住者支払調書 総務部人事課給与経理担当 2019/04/01 7年 2026/03/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2018年度 給与経理 給与 平成30年度給与所得の源泉徴収票 総務部人事課給与経理担当 2019/04/01 7年 2026/03/31 電子
共有システムサー
バー内

総務部人事課長 廃棄

2018年度 給与経理 給与 平成30年度給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書 総務部人事課給与経理担当 2019/04/01 7年 2026/03/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2018年度 給与経理 給与 平成30年度給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 総務部人事課給与経理担当 2019/04/01 7年 2026/03/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2018年度 給与経理 給与 平成30年度給与所得者の保険料控除申告書 総務部人事課給与経理担当 2019/04/01 7年 2026/03/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄
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2018年度 給与経理 給与 平成30年度給与所得者の配偶者控除等申告書 総務部人事課給与経理担当 2019/04/01 7年 2026/03/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2018年度 給与経理 給与 平成30年度退職手当支給調書 総務部人事課給与経理担当 2019/04/01 7年 2026/03/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2018年度 給与経理 住民税 平成30年度市民税県民税特別徴収税額の変更、決定通知書 総務部人事課給与経理担当 2019/04/01 7年 2026/03/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2018年度 給与経理 所得税 平成30年度所得税の誤納付額請求書 総務部人事課給与経理担当 2019/04/01 7年 2026/03/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2018年度 給与経理 所得税 平成30年度給与支払報告書 総務部人事課給与経理担当 2019/04/01 7年 2026/03/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2018年度 給与経理 所得税 平成30年度扶養控除等の控除誤りの是正綴 総務部人事課給与経理担当 2019/04/01 7年 2026/03/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2018年度 給与経理 労働保険 平成30年度労働保険概算・確定保険料合計表 総務部人事課給与経理担当 2019/04/01 7年 2026/03/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2018年度 給与経理 給与 平成30年給与等の戻入 総務部人事課給与経理担当 2019/04/01 7年 2026/03/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2018年度 給与経理 給与 平成30年度非常勤講師口座振込等申出書 総務部人事課給与経理担当 2019/04/01 7年 2026/03/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2018年度 給与経理 住民税 平成30年度住民税特別徴収切替依頼 総務部人事課給与経理担当 2019/04/01 7年 2026/03/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2018年度 給与経理 所得税 平成30年度特定支出控除証明発行 総務部人事課給与経理担当 2019/04/01 7年 2026/03/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

2018年度 給与経理 所得税 前職確認表（年末調整用） 総務部人事課給与経理担当 2019/04/01 7年 2026/03/31 紙 人事課事務室 総務部人事課長 廃棄

1947年度 職員 人事記録 ～昭和31年人事記録(非常勤職員分) 総務部人事課職員掛 1957/04/01 無期限 - 紙 車庫倉庫 総務部職員課長 移管

1947年度 職員 人事記録 ～平成4年人事記録附属書類(定員分) 総務部人事課職員掛 1993/04/01 無期限 - 紙 車庫倉庫 総務部職員課長 移管

1947年度 職員 人事記録 ～平成5年人事記録附属書類(非常勤職員分) 総務部人事課職員掛 1994/04/01 無期限 - 紙 車庫倉庫 総務部職員課長 移管

1947年度 職員 服務 ～平成6年宣誓書 総務部人事課職員掛 1995/04/01 無期限 - 紙 車庫倉庫 総務部職員課長 移管

1949年度 職員 人事記録 昭和24年～人事記録(定員分) 総務部人事課職員掛 － 無期限 - 紙 総務課横倉庫 総務部職員課長 移管

1957年度 職員 人事記録 昭和32年～人事記録(非常勤職員分) 総務部人事課職員掛 － 無期限 - 紙 事務局倉庫（財務課裏） 総務部職員課長 移管

1968年度 職員 資料 昭和43年～平成5年式典等の日にかかる職員の勤務の取扱関係 総務部人事課職員掛 1994/04/01 30年 2024/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

1987年度 職員 懲戒 昭和61年度懲戒処分 総務部人事課職員掛 1987/04/02 30年 2027/03/31 紙 総務課横倉庫 総務部職員課長 移管

1990年度 職員 懲戒 平成元年度懲戒処分 総務部人事課職員掛 1990/04/01 30年 2020/03/31 紙 総務課横倉庫 総務部職員課長 移管

1992年度 職員 服務 平成4年度服務規律関係綴 総務部人事課職員掛 1993/04/01 無期限 - 紙 事務局倉庫（財務課裏） 総務部職員課長 移管

1993年度 職員 人事記録 平成5年度人事記録修正関係綴 総務部人事課職員掛 1994/04/01 30年 2024/03/31 紙 事務局倉庫（財務課裏） 総務部職員課長 廃棄

1993年度 職員 人事記録 平成5年～人事記録附属書類(定員分) 総務部人事課職員掛 － 無期限 - 紙 車庫倉庫 総務部職員課長 移管

1993年度 職員 服務 平成5年～宣誓書 総務部人事課職員掛 － 無期限 - 紙 職員課事務室 総務部職員課長 移管

1994年度 職員 人事記録 平成6年度人事記録修正関係綴 総務部人事課職員掛 1995/04/01 30年 2025/03/31 紙 事務局倉庫（財務課裏） 総務部職員課長 廃棄

1994年度 職員 人事記録 平成6年～人事記録附属書類(非常勤職員分) 総務部人事課職員掛 － 無期限 - 紙 車庫倉庫 総務部職員課長 移管

1995年度 職員 人事記録 平成7年度人事記録修正関係綴 総務部人事課職員掛 1996/04/01 30年 2026/03/31 紙 事務局倉庫（財務課裏） 総務部職員課長 廃棄

1996年度 職員 人事記録 平成8年度人事記録修正関係綴 総務部人事課職員掛 1997/04/01 30年 2027/03/31 紙 事務局倉庫（財務課裏） 総務部職員課長 廃棄

1997年度 職員 人事記録 平成9年度人事記録修正関係綴 総務部人事課職員掛 1998/04/01 30年 2028/03/31 紙 事務局倉庫（財務課裏） 総務部職員課長 廃棄

1998年度 職員 懲戒 平成9年度懲戒処分 総務部人事課職員掛 1998/04/01 30年 2028/03/31 紙 総務課横倉庫 総務部職員課長 移管

1998年度 職員 人事記録 平成10年度人事記録修正関係綴 総務部人事課職員掛 1999/04/01 30年 2029/03/31 紙 事務局倉庫（財務課裏） 総務部職員課長 廃棄

1999年度 職員 懲戒 平成10年度懲戒処分 総務部人事課職員掛 1999/04/01 30年 2029/03/31 紙 総務課横倉庫 総務部職員課長 移管

1999年度 職員 資料 平成11年度式典等の日にかかる職員の勤務の取扱関係 総務部人事課職員掛 2000/04/01 30年 2030/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

1999年度 職員 人事記録 平成11年度人事記録修正関係綴 総務部人事課職員掛 2000/04/01 30年 2030/03/31 紙 事務局倉庫（財務課裏） 総務部職員課長 廃棄

1999年度 職員 懲戒 平成11年～処分顛末報告書 総務部人事課職員掛 － 無期限 - 紙 職員課事務室 総務部職員課長 移管

1999年度 職員 懲戒 平成11年度本学における処分一覧表 総務部人事課職員掛 2000/04/01 無期限 - 紙 職員課事務室 総務部職員課長 移管

2000年度 職員 懲戒 平成11年度懲戒処分 総務部人事課職員掛 2000/04/01 30年 2030/03/31 紙 総務課横倉庫 総務部職員課長 移管

2000年度 職員 資料 平成12年度式典等の日にかかる職員の勤務の取扱関係 総務部人事課職員掛 2001/04/01 30年 2031/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2000年度 職員 人事記録 平成12年度人事記録修正関係綴 総務部人事課職員掛 2001/04/01 30年 2031/03/31 紙 事務局倉庫（財務課裏） 総務部職員課長 廃棄

2001年度 職員 懲戒 平成12年度訓告等措置 総務部人事課職員掛 2001/04/01 30年 2031/03/31 紙 総務課横倉庫 総務部職員課長 廃棄

2001年度 職員 人事記録 平成13年度人事記録修正関係綴 総務部人事課職員掛 2002/04/01 30年 2032/03/31 紙 事務局倉庫（財務課裏） 総務部職員課長 廃棄
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2001年度 職員 服務 平成13年度服務規律関係綴 総務部人事課職員掛 2002/04/01 無期限 - 紙 職員課事務室 総務部職員課長 移管

2002年度 職員 懲戒 平成13年度訓告等措置 総務部人事課職員掛 2002/04/01 30年 2032/03/31 紙 総務課横倉庫 総務部職員課長 廃棄

2002年度 職員 懲戒 平成13年度懲戒処分 総務部人事課職員掛 2002/04/01 30年 2032/03/31 紙 総務課横倉庫 総務部職員課長 移管

2004年度 職員 懲戒 平成15年度懲戒処分 総務部人事課職員掛 2004/04/01 30年 2034/03/31 紙 総務課横倉庫 総務部職員課長 移管

2004年度 職員 人事記録 平成16年度人事記録修正関係綴 総務部人事労務課職員掛 2005/04/01 30年 2035/03/31 紙 事務局倉庫（財務課裏） 総務部職員課長 廃棄

2005年度 職員 懲戒 平成16年度訓告等措置 総務部人事労務課職員掛 2005/04/01 30年 2035/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2005年度 職員 懲戒 平成16年度懲戒処分 総務部人事労務課職員掛 2005/04/01 30年 2035/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 移管

2006年度 職員 懲戒 平成17年度訓告等措置 総務部人事労務課職員掛 2006/04/01 30年 2036/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2006年度 職員 人事記録 平成18年度人事記録修正関係綴 総務部人事労務課職員掛 2007/04/01 30年 2037/03/31 紙 事務局倉庫（財務課裏） 総務部職員課長 廃棄

2007年度 職員 懲戒 平成18年度訓告等措置 総務部人事労務課職員掛 2007/04/01 30年 2037/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2007年度 職員 懲戒 平成18年度懲戒処分 総務部人事労務課職員掛 2007/04/01 30年 2037/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 移管

2007年度 職員 人事記録 平成19年度人事記録修正関係綴 総務部人事労務課職員掛 2008/04/01 30年 2038/03/31 紙 事務局倉庫（財務課裏） 総務部職員課長 廃棄

2008年度 職員 懲戒 平成19年度訓告等措置 総務部人事労務課職員掛 2008/04/01 30年 2038/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2008年度 職員 人事記録 平成20年度人事記録修正関係綴 総務部人事労務課職員担当 2009/04/01 30年 2039/03/31 紙 事務局倉庫（財務課裏） 総務部職員課長 廃棄

2009年度 職員 懲戒 平成20年度訓告等措置 総務部人事労務課職員担当 2009/04/01 30年 2039/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2009年度 職員 懲戒 平成20年度懲戒処分 総務部人事労務課職員担当 2009/04/01 30年 2039/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 移管

2009年度 職員 人事記録 平成21年度人事記録修正関係綴 総務部人事労務課職員担当 2010/04/01 30年 2040/03/31 紙 事務局倉庫（財務課裏） 総務部職員課長 廃棄

2010年度 職員 懲戒 平成21年度訓告等措置 総務部人事労務課長 2010/04/01 30年 2040/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2010年度 職員 懲戒 平成21年度懲戒処分 総務部人事労務課長 2010/04/01 30年 2040/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 移管

2010年度 職員 懲戒 平成21年度訓告等措置 総務部人事労務課長 2010/04/01 30年 2040/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2010年度 職員 懲戒 平成21年度懲戒処分 総務部人事労務課長 2010/04/01 30年 2040/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 移管

2010年度 職員 人事記録 平成22年度人事記録修正関係綴 総務部人事労務課長 2011/04/01 30年 2041/03/31 紙 事務局倉庫（財務課裏） 総務部職員課長 廃棄

2010年度 職員 人事記録 平成22年度人事記録修正関係綴 総務部人事労務課長 2011/04/01 30年 2041/03/31 紙 事務局倉庫（財務課裏） 総務部職員課長 廃棄

2011年度 職員 兼業 平成23年度役員兼業申請綴 総務部職員課長 2012/04/02 10年 2022/04/01 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2011年度 職員 懲戒 平成22年度訓告等措置 総務部職員課長 2011/04/01 30年 2041/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2011年度 職員 懲戒 平成22年度懲戒処分 総務部職員課長 2011/04/01 30年 2041/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 移管

2011年度 職員 人事記録 平成23年度人事記録修正関係綴 総務部職員課長 2012/04/01 30年 2042/03/31 紙 事務局倉庫（財務課裏） 総務部職員課長 廃棄

2011年度 職員 懲戒 平成23年度訓告等措置 総務部職員課長 2012/04/01 30年 2042/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2011年度 職員 懲戒 平成23年度懲戒処分 総務部職員課長 2012/04/01 30年 2042/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 移管

2012年度 職員 人事記録 平成24年度人事記録修正関係綴 総務部職員課長 2013/04/01 30年 2043/03/31 紙 事務局倉庫（財務課裏） 総務部職員課長 廃棄

2012年度 職員 懲戒 平成24年度訓告等措置 総務部職員課長 2013/04/01 30年 2043/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2012年度 職員 懲戒 平成24年度懲戒処分 総務部職員課長 2013/04/01 30年 2043/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 移管

2013年度 職員 人事記録 平成25年度人事記録修正関係綴 総務部職員課長 2014/04/01 30年 2044/03/31 紙 事務局倉庫（財務課裏） 総務部職員課長 廃棄

2013年度 職員 懲戒 平成25年度訓告等措置 総務部職員課長 2014/04/01 30年 2044/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2013年度 職員 懲戒 平成25年度懲戒処分 総務部職員課長 2014/04/01 30年 2044/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 移管

2013年度 職員 兼業 平成25年度役員兼業申請綴 総務部職員課長 2014/04/01 10年 2024/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2014年度 職員 育児休業 平成26年度育児休業進退書類綴 総務部職員課長 2015/04/01 5年 2020/03/31 紙 事務局倉庫（財務課裏） 総務部職員課長 廃棄

2014年度 職員 介護休業 平成26年度介護休業進退書類綴 総務部職員課長 2015/04/01 5年 2020/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2014年度 職員 兼業 平成26年度兼業・兼職申請許可書類1 総務部職員課長 2015/04/01 5年 2020/03/31 紙 事務局倉庫（財務課裏） 総務部職員課長 廃棄

2014年度 職員 兼業 平成26年度兼業・兼職申請許可書類10 総務部職員課長 2015/04/01 5年 2020/03/31 紙 事務局倉庫（財務課裏） 総務部職員課長 廃棄

2014年度 職員 兼業 平成26年度兼業・兼職申請許可書類2 総務部職員課長 2015/04/01 5年 2020/03/31 紙 事務局倉庫（財務課裏） 総務部職員課長 廃棄

2014年度 職員 兼業 平成26年度兼業・兼職申請許可書類3 総務部職員課長 2015/04/01 5年 2020/03/31 紙 事務局倉庫（財務課裏） 総務部職員課長 廃棄
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2014年度 職員 兼業 平成26年度兼業・兼職申請許可書類4 総務部職員課長 2015/04/01 5年 2020/03/31 紙 事務局倉庫（財務課裏） 総務部職員課長 廃棄

2014年度 職員 兼業 平成26年度兼業・兼職申請許可書類5 総務部職員課長 2015/04/01 5年 2020/03/31 紙 事務局倉庫（財務課裏） 総務部職員課長 廃棄

2014年度 職員 兼業 平成26年度兼業・兼職申請許可書類6 総務部職員課長 2015/04/01 5年 2020/03/31 紙 事務局倉庫（財務課裏） 総務部職員課長 廃棄

2014年度 職員 兼業 平成26年度兼業・兼職申請許可書類7 総務部職員課長 2015/04/01 5年 2020/03/31 紙 事務局倉庫（財務課裏） 総務部職員課長 廃棄

2014年度 職員 兼業 平成26年度兼業・兼職申請許可書類8 総務部職員課長 2015/04/01 5年 2020/03/31 紙 事務局倉庫（財務課裏） 総務部職員課長 廃棄

2014年度 職員 兼業 平成26年度兼業・兼職申請許可書類9 総務部職員課長 2015/04/01 5年 2020/03/31 紙 事務局倉庫（財務課裏） 総務部職員課長 廃棄

2014年度 職員 兼業 平成26年度総長・理事兼業関係綴 総務部職員課長 2015/04/01 5年 2020/03/31 紙 事務局倉庫（財務課裏） 総務部職員課長 廃棄

2014年度 職員 兼業 平成26年度役員兼業申請綴 総務部職員課長 2015/04/01 5年 2020/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2014年度 職員 雑件 平成26年度職員掛関係綴 総務部職員課長 2015/04/01 5年 2020/03/31 紙 事務局倉庫（財務課裏） 総務部職員課長 廃棄

2014年度 職員 証明 平成26年度職員証受領書・配布者一覧 総務部職員課長 2015/04/01 3年 2020/03/31 紙 事務局倉庫（財務課裏） 総務部職員課長 廃棄

2014年度 職員 証明 平成26年度職員証発行交付願 総務部職員課長 2015/04/01 5年 2020/03/31 紙 事務局倉庫（財務課裏） 総務部職員課長 廃棄

2014年度 職員 職員録 平成26年度各種職員録綴 総務部職員課長 2015/04/01 5年 2020/03/31 紙 事務局倉庫（財務課裏） 総務部職員課長 廃棄

2014年度 職員 服務 平成26年度休暇簿・振替簿 総務部職員課長 2015/04/01 5年 2020/03/31 紙 事務局倉庫（財務課裏） 総務部職員課長 廃棄

2014年度 職員 服務 平成26年度勤務状況報告書 総務部職員課長 2015/04/01 5年 2020/03/31 紙 事務局倉庫（財務課裏） 総務部職員課長 廃棄

2014年度 職員 服務 平成26年度贈与等報告書綴 総務部職員課長 2015/04/01 5年 2020/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2014年度 職員 服務 平成26年度旅行命令簿 総務部職員課長 2015/04/01 5年 2020/03/31 紙 事務局倉庫（財務課裏） 総務部職員課長 廃棄

2014年度 職員 服務 平成26年度倫理規程に係る贈与等関係綴1/2 総務部職員課長 2015/04/01 5年 2020/03/31 紙 事務局倉庫（財務課裏） 総務部職員課長 廃棄

2014年度 職員 服務 平成26年度倫理規程に係る贈与等関係綴2/2 総務部職員課長 2015/04/01 5年 2020/03/31 紙 事務局倉庫（財務課裏） 総務部職員課長 廃棄

2014年度 職員 服務 平成26年度勤務時間報告書 総務部職員課長 2015/04/01 7年 2022/03/31 紙 事務局倉庫（財務課裏） 総務部職員課長 廃棄

2014年度 職員 服務 平成26年度出勤簿(研修生)3/3 総務部職員課長 2015/04/01 7年 2022/03/31 紙 事務局倉庫（財務課裏） 総務部職員課長 廃棄

2014年度 職員 服務 平成26年度出勤簿1/3 総務部職員課長 2015/04/01 7年 2022/03/31 紙 事務局倉庫（財務課裏） 総務部職員課長 廃棄

2014年度 職員 服務 平成26年度出勤簿2/3 総務部職員課長 2015/04/01 7年 2022/03/31 紙 事務局倉庫（財務課裏） 総務部職員課長 廃棄

2014年度 職員 人事記録 平成26年度人事記録修正関係綴 総務部職員課長 2015/04/01 30年 2045/03/31 紙 事務局倉庫（財務課裏） 総務部職員課長 廃棄

2014年度 職員 懲戒 平成26年度訓告等措置 総務部職員課長 2015/04/01 30年 2045/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 移管

2014年度 職員 懲戒 平成26年度懲戒処分 総務部職員課長 2015/04/01 30年 2045/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 移管

2015年度 職員 育児休業 平成27年度育児休業等進退書類綴1 総務部職員課長 2016/04/01 5年 2021/03/31 紙 事務局倉庫（財務課裏） 総務部職員課長 廃棄

2015年度 職員 育児休業 平成27年度育児休業等進退書類綴2 総務部職員課長 2016/04/01 5年 2021/03/31 紙 事務局倉庫（財務課裏） 総務部職員課長 廃棄

2015年度 職員 兼業 平成27年度兼業・兼職申請許可書類1 総務部職員課長 2016/04/01 5年 2021/03/31 紙 事務局倉庫（財務課裏） 総務部職員課長 廃棄

2015年度 職員 兼業 平成27年度兼業・兼職申請許可書類2 総務部職員課長 2016/04/01 5年 2021/03/31 紙 事務局倉庫（財務課裏） 総務部職員課長 廃棄

2015年度 職員 兼業 平成27年度兼業・兼職申請許可書類3 総務部職員課長 2016/04/01 5年 2021/03/31 紙 事務局倉庫（財務課裏） 総務部職員課長 廃棄

2015年度 職員 兼業 平成27年度兼業・兼職申請許可書類4 総務部職員課長 2016/04/01 5年 2021/03/31 紙 事務局倉庫（財務課裏） 総務部職員課長 廃棄

2015年度 職員 兼業 平成27年度兼業・兼職申請許可書類5 総務部職員課長 2016/04/01 5年 2021/03/31 紙 事務局倉庫（財務課裏） 総務部職員課長 廃棄

2015年度 職員 兼業 平成27年度兼業・兼職申請許可書類6 総務部職員課長 2016/04/01 5年 2021/03/31 紙 事務局倉庫（財務課裏） 総務部職員課長 廃棄

2015年度 職員 兼業 平成27年度兼業・兼職申請許可書類7 総務部職員課長 2016/04/01 5年 2021/03/31 紙 事務局倉庫（財務課裏） 総務部職員課長 廃棄

2015年度 職員 兼業 平成27年度兼業・兼職申請許可書類8 総務部職員課長 2016/04/01 5年 2021/03/31 紙 事務局倉庫（財務課裏） 総務部職員課長 廃棄

2015年度 職員 兼業 平成27年度総長・理事兼業関係綴 総務部職員課長 2016/04/01 5年 2021/03/31 紙 事務局倉庫（財務課裏） 総務部職員課長 廃棄

2015年度 職員 兼業 平成27年度役員兼業申請綴 総務部職員課長 2016/04/01 5年 2021/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2015年度 職員 雑件 平成27年度職員掛関係綴 総務部職員課長 2016/04/01 5年 2021/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2015年度 職員 証明 平成27年度職員証発行交付願 総務部職員課長 2016/04/01 5年 2021/03/31 紙 事務局倉庫（財務課裏） 総務部職員課長 廃棄

2015年度 職員 職員録 平成27年度各種職員録綴 総務部職員課長 2016/04/01 5年 2021/03/31 紙 事務局倉庫（財務課裏） 総務部職員課長 廃棄

2015年度 職員 服務 平成27年度休暇簿・振替簿 総務部職員課長 2016/04/01 5年 2021/03/31 紙 事務局倉庫（財務課裏） 総務部職員課長 廃棄

2015年度 職員 服務 平成27年度勤務状況報告書 総務部職員課長 2016/04/01 5年 2021/03/31 紙 事務局倉庫（財務課裏） 総務部職員課長 廃棄



作成・取得年度 大分類 中分類
ファイル名
（小分類）

作成・取得者 起算日 保存期間 保存期間満了日
媒体の種

別 保存場所 管理者
保存期間満了時の措
置 備考

2015年度 職員 服務 平成27年度贈与等報告書綴 総務部職員課長 2016/04/01 5年 2021/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2015年度 職員 服務 平成27年度旅行命令簿 総務部職員課長 2016/04/01 5年 2021/03/31 紙 事務局倉庫（財務課裏） 総務部職員課長 廃棄

2015年度 職員 服務 平成27年度倫理規程に係る贈与等関係綴1/2 総務部職員課長 2016/04/01 5年 2021/03/31 紙 事務局倉庫（財務課裏） 総務部職員課長 廃棄

2015年度 職員 服務 平成27年度倫理規程に係る贈与等関係綴2/2 総務部職員課長 2016/04/01 5年 2021/03/31 紙 事務局倉庫（財務課裏） 総務部職員課長 廃棄

2015年度 職員 服務 平成27年度勤務時間報告書1 総務部職員課長 2016/04/01 7年 2023/03/31 紙 事務局倉庫（財務課裏） 総務部職員課長 廃棄

2015年度 職員 服務 平成27年度勤務時間報告書２ 総務部職員課長 2016/04/01 7年 2023/03/31 紙 事務局倉庫（財務課裏） 総務部職員課長 廃棄

2015年度 職員 服務 平成27年度出勤簿(研修生)3/3 総務部職員課長 2016/04/01 7年 2023/03/31 紙 事務局倉庫（財務課裏） 総務部職員課長 廃棄

2015年度 職員 服務 平成27年度出勤簿1/3 総務部職員課長 2016/04/01 7年 2023/03/31 紙 事務局倉庫（財務課裏） 総務部職員課長 廃棄

2015年度 職員 服務 平成27年度出勤簿2/3 総務部職員課長 2016/04/01 7年 2023/03/31 紙 事務局倉庫（財務課裏） 総務部職員課長 廃棄

2015年度 職員 人事記録 平成27年度人事記録修正関係綴 総務部職員課長 2016/04/01 30年 2046/03/31 紙 事務局倉庫（財務課裏） 総務部職員課長 廃棄

2015年度 職員 懲戒 平成27年度訓告等措置 総務部職員課長 2016/04/01 30年 2046/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 移管

2015年度 職員 懲戒 平成27年度懲戒処分 総務部職員課長 2016/04/01 30年 2046/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 移管

2016年度 職員 証明 平成28年度職員証受領書・配布者一覧 総務部職員課長 2017/04/01 3年 2020/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2016年度 職員 育児休業 平成28年度育児休業等進退書類綴 総務部職員課長 2017/04/01 5年 2022/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2016年度 職員 兼業 平成28年度兼業・兼職申請許可書類1 総務部職員課長 2017/04/01 5年 2022/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2016年度 職員 兼業 平成28年度兼業・兼職申請許可書類2 総務部職員課長 2017/04/01 5年 2022/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2016年度 職員 兼業 平成28年度兼業・兼職申請許可書類3 総務部職員課長 2017/04/01 5年 2022/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2016年度 職員 兼業 平成28年度兼業・兼職申請許可書類4 総務部職員課長 2017/04/01 5年 2022/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2016年度 職員 兼業 平成28年度兼業・兼職申請許可書類5 総務部職員課長 2017/04/01 5年 2022/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2016年度 職員 兼業 平成28年度兼業・兼職申請許可書類6 総務部職員課長 2017/04/01 5年 2022/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2016年度 職員 兼業 平成28年度兼業・兼職申請許可書類7 総務部職員課長 2017/04/01 5年 2022/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2016年度 職員 兼業 平成28年度兼業・兼職申請許可書類8 総務部職員課長 2017/04/01 5年 2022/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2016年度 職員 兼業 平成28年度兼業・兼職申請許可書類9 総務部職員課長 2017/04/01 5年 2022/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2016年度 職員 兼業 平成28年度総長・理事兼業関係綴 総務部職員課長 2017/04/01 5年 2022/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2016年度 職員 兼業 平成28年度役員兼業申請綴 総務部職員課長 2017/04/01 5年 2022/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2016年度 職員 雑件 平成28年度職員掛関係綴 総務部職員課長 2017/04/01 5年 2022/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2016年度 職員 証明 平成28年度職員証発行交付願 総務部職員課長 2017/04/01 5年 2022/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2016年度 職員 職員録 平成28年度各種職員録綴 総務部職員課長 2017/04/01 5年 2022/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2016年度 職員 服務 平成28年度休暇簿・振替簿 総務部職員課長 2017/04/01 5年 2022/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2016年度 職員 服務 平成28年度勤務状況報告書 総務部職員課長 2017/04/01 5年 2022/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2016年度 職員 服務 平成28年度贈与等報告書綴 総務部職員課長 2017/04/01 5年 2022/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2016年度 職員 服務 平成28年度旅行命令簿 総務部職員課長 2017/04/01 5年 2022/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2016年度 職員 服務 平成28年度倫理規程に係る贈与等関係綴1/2 総務部職員課長 2017/04/01 5年 2022/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2016年度 職員 服務 平成28年度倫理規程に係る贈与等関係綴2/2 総務部職員課長 2017/04/01 5年 2022/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2016年度 職員 服務 平成28年度勤務時間報告書1 総務部職員課長 2017/04/01 7年 2024/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2016年度 職員 服務 平成28年度勤務時間報告書２ 総務部職員課長 2017/04/01 7年 2024/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2016年度 職員 服務 平成28年度出勤簿(研修生)3/3 総務部職員課長 2017/04/01 7年 2024/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2016年度 職員 服務 平成28年度出勤簿1/3 総務部職員課長 2017/04/01 7年 2024/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2016年度 職員 服務 平成28年度出勤簿2/3 総務部職員課長 2017/04/01 7年 2024/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2016年度 職員 人事記録 平成28年度人事記録修正関係綴 総務部職員課長 2017/04/01 30年 2047/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2016年度 職員 懲戒 平成28年度訓告等措置 総務部職員課長 2017/04/01 30年 2047/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 移管

2016年度 職員 懲戒 平成28年度懲戒処分 総務部職員課長 2017/04/01 30年 2047/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 移管
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2017年度 職員 育児休業 平成29年度育児休業等進退書類綴 総務部職員課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2017年度 職員 兼業 平成29年度兼業・兼職申請許可書類1 総務部職員課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2017年度 職員 兼業 平成29年度兼業・兼職申請許可書類2 総務部職員課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2017年度 職員 兼業 平成29年度兼業・兼職申請許可書類3 総務部職員課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2017年度 職員 兼業 平成29年度兼業・兼職申請許可書類4 総務部職員課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2017年度 職員 兼業 平成29年度兼業・兼職申請許可書類5 総務部職員課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2017年度 職員 兼業 平成29年度兼業・兼職申請許可書類6 総務部職員課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2017年度 職員 兼業 平成29年度兼業・兼職申請許可書類7 総務部職員課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2017年度 職員 兼業 平成29年度兼業・兼職申請許可書類8 総務部職員課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2017年度 職員 兼業 平成29年度兼業・兼職申請許可書類9 総務部職員課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2017年度 職員 兼業 平成29年度総長・理事兼業関係綴 総務部職員課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2017年度 職員 兼業 平成29年度役員兼業申請綴 総務部職員課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2017年度 職員 雑件 平成29年度職員掛関係綴 総務部職員課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2017年度 職員 証明 平成29年度職員証受領書・配布者一覧 総務部職員課長 2018/04/01 3年 2021/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2017年度 職員 証明 平成29年度職員証発行交付願 総務部職員課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2017年度 職員 職員録 平成29年度各種職員録綴 総務部職員課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2017年度 職員 人事記録 平成29年度人事記録修正関係綴 総務部職員課長 2018/04/01 30年 2048/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2017年度 職員 懲戒 平成29年度懲戒処分 総務部職員課長 2018/04/01 30年 2048/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 移管

2017年度 職員 懲戒 平成29年度訓告等措置 総務部職員課長 2018/04/01 30年 2048/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 移管

2017年度 職員 服務 平成29年度休暇簿・振替簿 総務部職員課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2017年度 職員 服務 平成29年度勤務時間報告書1 総務部職員課長 2018/04/01 7年 2025/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2017年度 職員 服務 平成29年度勤務時間報告書２ 総務部職員課長 2018/04/01 7年 2025/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2017年度 職員 服務 平成29年度出勤簿(研修生)3/3 総務部職員課長 2018/04/01 7年 2025/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2017年度 職員 服務 平成29年度出勤簿1/3 総務部職員課長 2018/04/01 7年 2025/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2017年度 職員 服務 平成29年度出勤簿2/3 総務部職員課長 2018/04/01 7年 2025/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2017年度 職員 服務 平成29年度贈与等報告書綴 総務部職員課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2017年度 職員 服務 平成29年度旅行命令簿 総務部職員課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2017年度 職員 服務 平成29年度倫理規程に係る贈与等関係綴1/2 総務部職員課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2017年度 職員 服務 平成29年度倫理規程に係る贈与等関係綴2/2 総務部職員課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2017年度 職員 服務 平成29年度勤務状況報告書 総務部職員課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2017年度 職員 証明 平成29年度証明書綴 総務部職員課長 2018/04/01 ３年 2021/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2018年度 職員 育児休業 平成30年度育児休業等進退書類綴 総務部職員課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2018年度 職員 育児休業 平成30年度育児休業等進退書類綴2 総務部職員課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2018年度 職員 兼業 平成30年度兼業・兼職申請許可書類1 総務部職員課長 2019/04/01 5年 2024/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2018年度 職員 兼業 平成30年度兼業・兼職申請許可書類2 総務部職員課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2018年度 職員 兼業 平成30年度兼業・兼職申請許可書類3 総務部職員課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2018年度 職員 兼業 平成30年度兼業・兼職申請許可書類4 総務部職員課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2018年度 職員 兼業 平成30年度兼業・兼職申請許可書類5 総務部職員課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2018年度 職員 兼業 平成30年度兼業・兼職申請許可書類6 総務部職員課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2018年度 職員 兼業 平成30年度兼業・兼職申請許可書類7 総務部職員課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2018年度 職員 兼業 平成30年度兼業・兼職申請許可書類8 総務部職員課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2018年度 職員 兼業 平成30年度兼業・兼職申請許可書類9 総務部職員課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄
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2018年度 職員 兼業 平成30年度総長・理事兼業関係綴 総務部職員課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2018年度 職員 兼業 平成30年度役員兼業申請綴 総務部職員課長 2019/04/01 10年 2029/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2018年度 職員 雑件 平成30年度職員掛関係綴 総務部職員課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2018年度 職員 証明 平成30年度職員証受領書・配布者一覧 総務部職員課長 2019/04/01 3年 2022/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2018年度 職員 証明 平成30年度職員証発行交付願 総務部職員課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2018年度 職員 人事記録 平成30年度人事記録修正関係綴 総務部職員課長 2019/04/01 30年 2049/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2018年度 職員 懲戒 平成30年度懲戒処分 総務部職員課長 2019/04/01 30年 2049/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 移管

2018年度 職員 懲戒 平成30年度訓告等措置 総務部職員課長 2019/4/1 30年 2049/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 移管

2018年度 職員 服務 平成30年度休暇簿・振替簿 総務部職員課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2018年度 職員 服務 平成30年度勤務時間報告書 総務部職員課長 2019/4/1 7年 2026/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2018年度 職員 服務 平成30年度勤務時間報告書2 総務部職員課長 2019/4/1 7年 2026/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2018年度 職員 服務 平成30年度出勤簿(研修生)3/3 総務部職員課長 2019/4/1 7年 2026/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2018年度 職員 服務 平成30年度出勤簿1/3 総務部職員課長 2019/4/1 7年 2026/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2018年度 職員 服務 平成30年度出勤簿2/3 総務部職員課長 2019/4/1 7年 2026/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2018年度 職員 服務 平成30年度贈与等報告書綴 総務部職員課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2018年度 職員 服務 平成30年度旅行命令簿 総務部職員課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2018年度 職員 服務 平成30年度倫理規程に係る贈与等関係綴1/2 総務部職員課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2018年度 職員 服務 平成30年度倫理規程に係る贈与等関係綴2/2 総務部職員課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2018年度 職員 服務 平成30年度勤務状況報告書 総務部職員課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2018年度 職員 証明 平成30年度証明書綴 総務部職員課長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2018年度 職員 育児休業 育児休業等・配偶者同行休業進退書類綴 総務部職員課長 2019/4/1 5年4月1日 2024/3/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2018年度 職員 兼業 平成30年度役員兼業申請綴2 総務部職員課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2005年度 男女共同参画室 男女共同参画 両立支援 総務部職員課男女共同参画担当 2010/04/01 10年 2020/03/31 紙 休憩室横倉庫 総務部職員課長 廃棄

2005年度 男女共同参画室 こすもす保育園 学内保育所設置準備関係 総務部職員課男女共同参画担当 2006/04/01 20年 2026/03/31 紙 GRL２階事務室 総務部職員課長 移管

2005年度 男女共同参画室 こすもす保育園 保育業務委託選定、契約 総務部職員課男女共同参画担当 2006/04/01 20年 2026/03/31 紙 GRL２階事務室 総務部職員課長 移管

2005年度 男女共同参画室 こすもす保育園 保育所設立準備作業委員会 総務部職員課男女共同参画担当 2006/04/01 20年 2026/03/31 紙 GRL２階事務室 総務部職員課長 移管

2005年度 男女共同参画室 こすもす保育園 保育所設立準備作業委員会、保育所提案書選定委員会 総務部職員課男女共同参画担当 2006/04/01 20年 2026/03/31 紙 GRL２階事務室 総務部職員課長 移管

2005年度 男女共同参画室 こすもす保育園 こすもす保育園関係(17～19年度) 総務部職員課男女共同参画担当 2008/04/01 20年 2028/03/31 紙 総務部職員課長 廃棄

2006年度 男女共同参画室 こすもす保育園 卒・退園者書類(18～21年度) 総務部職員課男女共同参画担当 2010/04/01 10年 2020/03/31 紙 休憩室横倉庫 総務部職員課長 廃棄

2006年度 男女共同参画室 こすもす保育園 保育園在園者書類・一時保育 総務部職員課男女共同参画担当 未定 退園後10年 - 紙 休憩室横倉庫 総務部職員課長 廃棄

2006年度 男女共同参画室 こすもす保育園 保育園在園者書類・常時保育 総務部職員課男女共同参画担当 未定 退園後10年 - 紙 休憩室横倉庫 総務部職員課長 廃棄

2007年度 男女共同参画室 男女共同参画 男女共同参画推進専門委員会(19～21年度) 総務部人事労務課専門職員 2010/04/01 10年 2020/03/31 紙 休憩室横倉庫 総務部職員課長 移管

2008年度 男女共同参画室 学童保育所 学童保育所関係(20・21年度) 総務部職員課男女共同参画担当 2010/04/01 10年 2020/03/31 紙 休憩室横倉庫 総務部職員課長 廃棄

2008年度 男女共同参画室 学童保育所 学童保育所設置関係(20・21年度) 総務部職員課男女共同参画担当 2010/04/01 10年 2020/03/31 紙 休憩室横倉庫 総務部職員課長 移管

2008年度 男女共同参画室 こすもす保育園 こすもす保育園増築関係(20年度) 総務部職員課男女共同参画担当 2009/04/01 20年 2029/3/31 紙 休憩室横倉庫 総務部職員課長 移管

2009年度 男女共同参画室 あすなろ保育園 鶴舞地区保育所設立関係 総務部職員課男女共同参画担当 2010/04/01 10年 2020/03/31 紙 GRL２階事務室 総務部職員課長 移管

2009年度 男女共同参画室 こすもす保育園 こすもす保育園運営協議会(21年度) 総務部職員課男女共同参画担当 2010/04/01 10年 2020/03/31 紙 休憩室横倉庫 総務部職員課長 廃棄

2009年度 男女共同参画室 こすもす保育園 こすもす保育園関係(21年度) 総務部人事労務課専門職員 2010/04/01 10年 2020/03/31 紙 休憩室横倉庫 総務部職員課長 廃棄

2009年度 男女共同参画室 こすもす保育園 こすもす保育園増築関係(21年度) 総務部職員課男女共同参画担当 2010/04/01 10年 2020/03/31 紙 休憩室横倉庫 総務部職員課長 移管

2009年度 男女共同参画室 こすもす保育園 新型インフルエンザ(21年度) 総務部職員課男女共同参画担当 2010/04/01 10年 2020/03/31 紙 休憩室横倉庫 総務部職員課長 廃棄

2009年度 男女共同参画室 男女共同参画 科学技術振興調整費　モデル育成、男女共同参画室JSTイベント(21年度) 総務部職員課男女共同参画担当 2010/04/01 10年 2020/03/31 紙 休憩室横倉庫 総務部職員課長 廃棄

2009年度 男女共同参画室 男女共同参画 次世代育成支援対策推進法 総務部職員課男女共同参画担当 2010/04/01 10年 2020/03/31 紙 休憩室横倉庫 総務部職員課長 廃棄



作成・取得年度 大分類 中分類
ファイル名
（小分類）

作成・取得者 起算日 保存期間 保存期間満了日
媒体の種

別 保存場所 管理者
保存期間満了時の措
置 備考

2009年度 男女共同参画室 男女共同参画 男女共同参画(21年度) 総務部職員課男女共同参画担当 2010/04/01 10年 2020/03/31 紙 休憩室横倉庫 総務部職員課長 廃棄

2009年度 男女共同参画室 男女共同参画 男女共同参画関係(21年度) 総務部人事労務課専門職員 2010/04/01 10年 2020/03/31 紙 休憩室横倉庫 総務部職員課長 廃棄

2009年度 男女共同参画室 男女共同参画 男女共同参画室会議関係(21年度) 総務部職員課男女共同参画担当 2010/04/01 10年 2020/03/31 紙 休憩室横倉庫 総務部職員課長 廃棄

2009年度 男女共同参画室 男女共同参画 調査・回答(21年度) 総務部職員課男女共同参画担当 2010/04/01 10年 2020/03/31 紙 休憩室横倉庫 総務部職員課長 廃棄

2009年度 男女共同参画室 男女共同参画 平成21年度休憩室の現状調査について 総務部職員課男女共同参画担当 2010/04/01 10年 2020/03/31 紙 休憩室横倉庫 総務部職員課長 廃棄

2010年度 男女共同参画室 こすもす保育園 こすもす保育園(22年度) 総務部職員課長 2011/04/01 10年 2021/03/31 紙 休憩室横倉庫 総務部職員課長 廃棄

2010年度 男女共同参画室 こすもす保育園 こすもす保育園運営協議会(22年度) 総務部職員課長 2011/04/01 10年 2021/03/31 紙 休憩室横倉庫 総務部職員課長 廃棄

2010年度 男女共同参画室 こすもす保育園 卒・退園者書類(22年度) 総務部職員課長 2011/04/01 10年 2021/03/31 紙 休憩室横倉庫 総務部職員課長 廃棄

2010年度 男女共同参画室 こすもす保育園 保育業務委託選定・契約(22年度) 総務部職員課長 2011/04/01 10年 2021/03/31 紙 GRL２階事務室 総務部職員課長 移管

2010年度 男女共同参画室 学童保育所 学童保育所(22年度) 総務部職員課長 2011/04/01 10年 2021/03/31 紙 休憩室横倉庫 総務部職員課長 廃棄

2010年度 男女共同参画室 男女共同参画 科学技術振興調整費　モデル育成、男女共同参画室JSTイベント(22年度) 総務部職員課長 2011/04/01 10年 2021/03/31 紙 休憩室横倉庫 総務部職員課長 廃棄

2010年度 男女共同参画室 男女共同参画 計画評価委員会(22年度) 総務部職員課長 2011/04/01 10年 2021/03/31 紙 休憩室横倉庫 総務部職員課長 移管

2010年度 男女共同参画室 男女共同参画 若手女性研究者サイエンスフォーラム 総務部職員課長 2011/04/01 10年 2021/03/31 紙 休憩室横倉庫 総務部職員課長 廃棄

2010年度 男女共同参画室 男女共同参画 女性PI選考委員会(22年度) 総務部職員課長 2011/04/01 10年 2021/03/31 紙 ロッカー室 総務部職員課長 廃棄

2010年度 男女共同参画室 男女共同参画 男女共同参画(22年度) 総務部職員課長 2011/04/01 10年 2021/03/31 紙 休憩室横倉庫 総務部職員課長 廃棄

2010年度 男女共同参画室 男女共同参画 男女共同参画(22年度) 総務部職員課長 2011/04/01 10年 2021/03/31 紙 休憩室横倉庫 総務部職員課長 廃棄

2010年度 男女共同参画室 男女共同参画 男女共同参画(22年度) 総務部職員課長 2011/04/01 10年 2021/03/31 紙 休憩室横倉庫 総務部職員課長 廃棄

2010年度 男女共同参画室 男女共同参画 男女共同参画推進専門委員会及び参画室会議(22年度) 総務部職員課長 2011/04/01 10年 2021/03/31 紙 休憩室横倉庫 総務部職員課長 移管

2010年度 男女共同参画室 男女共同参画 調査・回答(22年度) 総務部職員課長 2011/04/01 10年 2021/03/31 紙 休憩室横倉庫 総務部職員課長 廃棄

2010年度 男女共同参画室 こすもす保育園 愛知労働局・21世紀職業財団助成金関係(22年度) 総務部職員課長 2012/04/01 5年 2022/03/31 紙 休憩室横倉庫 総務部職員課長 廃棄

2011年度 男女共同参画室 こすもす保育園 こすもす保育園(23年度) 総務部職員課長 2012/04/01 10年 2022/03/31 紙 休憩室横倉庫 総務部職員課長 廃棄

2011年度 男女共同参画室 こすもす保育園 こすもす保育園運営協議会(23年度) 総務部職員課長 2012/04/01 10年 2022/03/31 紙 休憩室横倉庫 総務部職員課長 廃棄

2011年度 男女共同参画室 こすもす保育園 卒・退園者書類(23年度) 総務部職員課長 2012/04/01 10年 2022/03/31 紙 休憩室横倉庫 総務部職員課長 廃棄

2011年度 男女共同参画室 学童保育所 学童保育所(23年度) 総務部職員課長 2012/04/01 10年 2022/03/31 紙 休憩室横倉庫 総務部職員課長 廃棄

2011年度 男女共同参画室 男女共同参画 女性PI選考委員会(23年度) 総務部職員課長 2012/04/01 10年 2022/03/31 紙 休憩室横倉庫 総務部職員課長 廃棄

2011年度 男女共同参画室 男女共同参画 男女共同参画(23年度)  1/3 総務部職員課長 2012/04/01 10年 2022/03/31 紙 休憩室横倉庫 総務部職員課長 廃棄

2011年度 男女共同参画室 男女共同参画 男女共同参画(23年度)  2/3 総務部職員課長 2012/04/01 10年 2022/03/31 紙 休憩室横倉庫 総務部職員課長 廃棄

2011年度 男女共同参画室 男女共同参画 男女共同参画(23年度)  3/3 総務部職員課長 2012/04/01 10年 2022/03/31 紙 休憩室横倉庫 総務部職員課長 廃棄

2011年度 男女共同参画室 男女共同参画 男女共同参画イベント(23年度) 総務部職員課長 2012/04/01 10年 2022/03/31 紙 休憩室横倉庫 総務部職員課長 廃棄

2011年度 男女共同参画室 男女共同参画 男女共同参画推進専門委員会及び参画室会議(23年度) 総務部職員課長 2012/04/01 10年 2022/03/31 紙 休憩室横倉庫 総務部職員課長 移管

2011年度 男女共同参画室 こすもす保育園 愛知労働局・21世紀職業財団助成金関係(23年度) 総務部職員課長 2013/04/01 10年 2023/03/31 紙 ロッカー室 総務部職員課長 廃棄

2012年度 男女共同参画室 こすもす保育園 こすもす保育園(24年度) 総務部職員課長 2013/04/01 10年 2023/03/31 紙 休憩室横倉庫 総務部職員課長 廃棄

2012年度 男女共同参画室 こすもす保育園 こすもす保育園運営協議会(24年度) 総務部職員課長 2013/04/01 10年 2023/03/31 紙 休憩室横倉庫 総務部職員課長 廃棄

2012年度 男女共同参画室 こすもす保育園 卒・退園者書類(24年度) 総務部職員課長 2013/04/01 10年 2023/03/31 紙 休憩室横倉庫 総務部職員課長 廃棄

2012年度 男女共同参画室 学童保育所 学童保育所(24年度) 総務部職員課長 2013/04/01 10年 2023/03/31 紙 休憩室横倉庫 総務部職員課長 廃棄

2012年度 男女共同参画室 男女共同参画 女性PI選考委員会(24年度) 総務部職員課長 2013/04/01 10年 2023/03/31 紙 休憩室横倉庫 総務部職員課長 廃棄

2012年度 男女共同参画室 男女共同参画 男女共同参画(24年度)  1/3 総務部職員課長 2013/04/01 10年 2023/03/31 紙 休憩室横倉庫 総務部職員課長 廃棄

2012年度 男女共同参画室 男女共同参画 男女共同参画(24年度)  2/3 総務部職員課長 2013/04/01 10年 2023/03/31 紙 休憩室横倉庫 総務部職員課長 廃棄

2012年度 男女共同参画室 男女共同参画 男女共同参画(24年度)  3/3 総務部職員課長 2013/04/01 10年 2023/03/31 紙 休憩室横倉庫 総務部職員課長 廃棄

2012年度 男女共同参画室 男女共同参画 男女共同参画イベント(24年度) 総務部職員課長 2013/04/01 10年 2023/03/31 紙 ロッカー室 総務部職員課長 廃棄

2012年度 男女共同参画室 男女共同参画 男女共同参画推進専門委員会及び参画室会議(24年度) 総務部職員課長 2013/04/01 10年 2023/03/31 紙 ロッカー室 総務部職員課長 移管

2012年度 男女共同参画室 こすもす保育園 愛知労働局・21世紀職業財団助成金関係(24年度) 総務部職員課長 2013/04/01 10年 2023/03/31 紙 ロッカー室 総務部職員課長 廃棄
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2012年度 男女共同参画室 科学技術人材育成費 JST額の確定調査(23年度分) 総務部職員課長 2013/04/01 10年 2023/03/31 紙 休憩室横倉庫 総務部職員課長 廃棄

2012年度 男女共同参画室 科学技術人材育成費 JST中間評価　ヒアリング・成果報告書（24年度） 総務部職員課長 2013/04/01 10年 2023/03/31 紙 ロッカー室 総務部職員課長 廃棄

2012年度 男女共同参画室 科学技術人材育成費 科学技術人材育成費補助金 女性研究者養成システム改革加速(24年度) 1/3 総務部職員課長 2013/04/01 10年 2023/03/31 紙 休憩室横倉庫 総務部職員課長 廃棄

2012年度 男女共同参画室 科学技術人材育成費 科学技術人材育成費補助金 女性研究者養成システム改革加速(24年度) 2/3 総務部職員課長 2013/04/01 10年 2023/03/31 紙 休憩室横倉庫 総務部職員課長 廃棄

2012年度 男女共同参画室 科学技術人材育成費 科学技術人材育成費補助金 女性研究者養成システム改革加速(24年度) 3/3 総務部職員課長 2013/04/01 10年 2023/03/31 紙 休憩室横倉庫 総務部職員課長 廃棄

2012年度 男女共同参画室 科学研究費補助金 科学研究費補助金(24年度) 総務部職員課長 2013/04/01 10年 2023/03/31 紙 休憩室横倉庫 総務部職員課長 廃棄

2013年度 男女共同参画室 こすもす保育園 こすもす保育園(25年度) 総務部職員課長 2014/04/01 10年 2024/03/31 紙 休憩室横倉庫 総務部職員課長 廃棄

2013年度 男女共同参画室 こすもす保育園 こすもす保育園運営協議会(25年度) 総務部職員課長 2014/04/01 10年 2024/03/31 紙 休憩室横倉庫 総務部職員課長 廃棄

2013年度 男女共同参画室 こすもす保育園 卒・退園者書類(25年度) 総務部職員課長 2014/04/01 10年 2024/03/31 紙 休憩室横倉庫 総務部職員課長 廃棄

2013年度 男女共同参画室 学童保育所 学童保育所(25年度) 総務部職員課長 2014/04/01 10年 2024/03/31 紙 休憩室横倉庫 総務部職員課長 廃棄

2013年度 男女共同参画室 学童保育所 学童保育所業務委託選定・契約 総務部職員課長 2014/04/01 10年 2024/03/31 紙 休憩室横倉庫 総務部職員課長 移管

2013年度 男女共同参画室 男女共同参画 女性PI選考委員会(25年度) 総務部職員課長 2014/04/01 10年 2024/03/31 紙 ロッカー室 総務部職員課長 廃棄

2013年度 男女共同参画室 男女共同参画 男女共同参画(25年度)  1/3 総務部職員課長 2014/04/01 10年 2024/03/31 紙 ロッカー室 総務部職員課長 廃棄

2013年度 男女共同参画室 男女共同参画 男女共同参画(25年度)  2/3 総務部職員課長 2014/04/01 10年 2024/03/31 紙 ロッカー室 総務部職員課長 廃棄

2013年度 男女共同参画室 男女共同参画 男女共同参画(25年度)  3/3 総務部職員課長 2014/04/01 10年 2024/03/31 紙 休憩室横倉庫 総務部職員課長 廃棄

2013年度 男女共同参画室 男女共同参画 男女共同参画推進専門委員会及び参画室会議(25年度) 総務部職員課長 2014/04/01 10年 2024/03/31 紙 休憩室横倉庫 総務部職員課長 移管

2013年度 男女共同参画室 服務 平成２５年度出勤簿・休暇簿 男女共同参画室長 2015/04/01 5年 2020/03/31 紙 休憩室横倉庫 総務部職員課長 廃棄

2013年度 男女共同参画室 科学技術人材育成費 科学技術人材育成費補助金 女性研究者養成システム改革加速(25年度) 1/3 総務部職員課長 2014/04/01 10年 2024/3/31 紙 ロッカー室 総務部職員課長 廃棄

2013年度 男女共同参画室 科学技術人材育成費 科学技術人材育成費補助金 女性研究者養成システム改革加速(25年度) 2/3 総務部職員課長 2014/04/01 10年 2024/3/31 紙 休憩室横倉庫 総務部職員課長 廃棄

2013年度 男女共同参画室 科学技術人材育成費 科学技術人材育成費補助金 女性研究者養成システム改革加速(25年度) 3/3 総務部職員課長 2014/04/01 10年 2024/3/31 紙 休憩室横倉庫 総務部職員課長 廃棄

2013年度 男女共同参画室 科学研究費補助金 科学研究費補助金(25年度)1/2 総務部職員課長 2014/04/01 10年 2024/3/31 紙 休憩室横倉庫 総務部職員課長 廃棄

2013年度 男女共同参画室 科学研究費補助金 科学研究費補助金(25年度)2/2 総務部職員課長 2014/04/01 10年 2024/3/31 紙 休憩室横倉庫 総務部職員課長 廃棄

2013年度 男女共同参画室 男女共同参画 ベビーシッター育児支援事業(25年度) 総務部職員課長 2014/04/01 10年 2024/3/31 紙 休憩室横倉庫 総務部職員課長 廃棄

2013年度 男女共同参画室 服務 平成２５年度出勤簿・休暇簿 男女共同参画室長 2014/04/01 10年 2024/3/31 紙 休憩室横倉庫 総務部職員課長 廃棄

2013年度 男女共同参画室 こすもす保育園 愛知労働局・21世紀職業財団助成金関係(25年度) 総務部職員課長 2014/04/01 10年 2024/3/31 紙 休憩室横倉庫 総務部職員課長 廃棄

2014年度 男女共同参画室 こすもす保育園 愛知労働局・21世紀職業財団助成金関係(26年度) 総務部職員課長 2015/04/01 5年 2020/03/31 紙 休憩室横倉庫 総務部職員課長 廃棄

2014年度 男女共同参画室 こすもす保育園 保育園運営委託料(26年度) 総務部職員課長 2015/04/01 5年 2020/03/31 紙 休憩室横倉庫 総務部職員課長 廃棄

2014年度 男女共同参画室 こすもす保育園 保育園料請求(26年度) 総務部職員課長 2015/04/01 5年 2020/03/31 紙 休憩室横倉庫 総務部職員課長 廃棄

2014年度 男女共同参画室 科学技術人材育成費 JST額の確定調査(25年度分) 総務部職員課長 2015/04/01 5年 2020/03/31 紙 休憩室横倉庫 総務部職員課長 廃棄

2014年度 男女共同参画室 科学技術人材育成費 科学技術人材育成費補助金 女性研究者研究活動支援事業（連係型）(26年度) 総務部職員課長 2015/04/01 5年 2020/03/31 紙 休憩室横倉庫 総務部職員課長 廃棄

2014年度 男女共同参画室 科学技術人材育成費 科学技術人材育成費補助金 女性研究者研究活動支援事業（連係型）（支払い関係） 総務部職員課長 2015/04/01 5年 2020/03/31 紙 休憩室横倉庫 総務部職員課長 廃棄

2014年度 男女共同参画室 科学技術人材育成費 科学技術人材育成費補助金 女性研究者養成システム改革加速(25年度) 3/3 総務部職員課長 2015/04/01 5年 2020/03/31 紙 休憩室横倉庫 総務部職員課長 廃棄

2014年度 男女共同参画室 科学技術人材育成費 科学技術人材育成費補助金 女性研究者養成システム改革加速(26年度) 1/3 総務部職員課長 2015/04/01 5年 2020/03/31 紙 休憩室横倉庫 総務部職員課長 廃棄

2014年度 男女共同参画室 科学技術人材育成費 科学技術人材育成費補助金 女性研究者養成システム改革加速(26年度) 2/3 総務部職員課長 2015/04/01 5年 2020/03/31 紙 休憩室横倉庫 総務部職員課長 廃棄

2014年度 男女共同参画室 科学研究費補助金 科学研究費補助金(26年度) 総務部職員課長 2015/04/01 5年 2020/03/31 紙 休憩室横倉庫 総務部職員課長 廃棄

2014年度 男女共同参画室 男女共同参画 ベビーシッター育児支援事業(26年度) 総務部職員課長 2015/04/01 5年 2020/03/31 紙 休憩室横倉庫 総務部職員課長 廃棄

2014年度 男女共同参画室 服務 平成２６年出勤簿・休暇簿 男女共同参画室長 2015/04/01 5年 2020/03/31 紙 GRL２階事務室 総務部職員課長 廃棄

2014年度 男女共同参画室 こすもす保育園 こすもす保育園(26年度) 総務部職員課長 2015/04/01 10年 2025/03/31 紙 休憩室横倉庫 総務部職員課長 廃棄

2014年度 男女共同参画室 こすもす保育園 こすもす保育園運営協議会(26年度) 総務部職員課長 2015/04/01 10年 2025/03/31 紙 休憩室横倉庫 総務部職員課長 廃棄

2014年度 男女共同参画室 こすもす保育園 こすもす保育園業務委託選定・契約 総務部職員課長 2015/04/01 10年 2025/03/31 紙 休憩室横倉庫 総務部職員課長 移管

2014年度 男女共同参画室 こすもす保育園 卒・退園者書類(26年度) 総務部職員課長 2015/04/01 10年 2025/03/31 紙 休憩室横倉庫 総務部職員課長 廃棄

2014年度 男女共同参画室 学童保育所 学童保育所(26年度) 総務部職員課長 2015/04/01 10年 2025/03/31 紙 休憩室横倉庫 総務部職員課長 廃棄
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2014年度 男女共同参画室 男女共同参画 女性PI選考委員会(26年度) 総務部職員課長 2015/04/01 10年 2025/03/31 紙 休憩室横倉庫 総務部職員課長 廃棄

2014年度 男女共同参画室 男女共同参画 男女共同参画(26年度)  1/3 総務部職員課長 2015/04/01 10年 2025/03/31 紙 休憩室横倉庫 総務部職員課長 廃棄

2014年度 男女共同参画室 男女共同参画 男女共同参画(26年度)  2/3 総務部職員課長 2015/04/01 10年 2025/03/31 紙 休憩室横倉庫 総務部職員課長 廃棄

2014年度 男女共同参画室 男女共同参画 男女共同参画(26年度)  3/3 総務部職員課長 2015/04/01 10年 2025/03/31 紙 休憩室横倉庫 総務部職員課長 廃棄

2014年度 男女共同参画室 男女共同参画 男女共同参画推進専門委員会及び参画室会議(26年度) 総務部職員課長 2015/04/01 10年 2025/03/31 紙 休憩室横倉庫 総務部職員課長 移管

2015年度 男女共同参画室 こすもす保育園 愛知労働局助成金関係(27年度) 総務部職員課長 2016/04/01 5年 2021/03/31 紙 休憩室横倉庫 総務部職員課長 廃棄

2015年度 男女共同参画室 こすもす保育園 保育園運営委託料(27年度) 総務部職員課長 2016/04/01 5年 2021/03/31 紙 休憩室横倉庫 総務部職員課長 廃棄

2015年度 男女共同参画室 こすもす保育園 保育園料請求(27年度) 総務部職員課長 2016/04/01 5年 2021/03/31 紙 休憩室横倉庫 総務部職員課長 廃棄

2015年度 男女共同参画室 科学技術人材育成費 JST額の確定調査(女性加速26年度分) 総務部職員課長 2016/04/01 5年 2021/03/31 紙 休憩室横倉庫 総務部職員課長 廃棄

2015年度 男女共同参画室 科学技術人材育成費 JST額の確定調査(連携型26年度分) 総務部職員課長 2016/04/01 5年 2021/03/31 紙 休憩室横倉庫 総務部職員課長 廃棄

2015年度 男女共同参画室 科学技術人材育成費 科学技術人材育成費補助金 女性研究者研究活動支援事業（連係型）(27年度) 総務部職員課長 2016/04/01 5年 2021/03/31 紙 GRL２階事務室 総務部職員課長 廃棄

2015年度 男女共同参画室 科学技術人材育成費 科学技術人材育成費補助金 女性研究者研究活動支援事業（連係型）（支払い関係） 総務部職員課長 2016/04/01 5年 2021/03/31 紙 GRL２階事務室 総務部職員課長 廃棄

2015年度 男女共同参画室 科学技術人材育成費 科学技術人材育成費補助金 女性研究者養成システム改革加速(27年度) 　成果報告書 総務部職員課長 2016/04/01 5年 2021/03/31 紙 GRL２階事務室 総務部職員課長 廃棄

2015年度 男女共同参画室 科学研究費補助金 科学研究費補助金(27年度) 総務部職員課長 2016/04/01 5年 2021/03/31 紙 GRL２階事務室 総務部職員課長 廃棄

2015年度 男女共同参画室 男女共同参画 ベビーシッター育児支援事業(27年度) 総務部職員課長 2016/04/01 5年 2021/03/31 紙 GRL２階事務室 総務部職員課長 廃棄

2015年度 男女共同参画室 服務 平成２７年出勤簿・休暇簿 男女共同参画室長 2016/04/01 5年 2021/03/31 紙 休憩室横倉庫 総務部職員課長 廃棄

2015年度 男女共同参画室 こすもす保育園 こすもす保育園(27年度) 総務部職員課長 2016/04/01 10年 2026/03/31 紙 休憩室横倉庫 総務部職員課長 廃棄

2015年度 男女共同参画室 こすもす保育園 こすもす保育園運営協議会(27年度) 総務部職員課長 2016/04/01 10年 2026/03/31 紙 休憩室横倉庫 総務部職員課長 廃棄

2015年度 男女共同参画室 こすもす保育園 こすもす保育園業務委託選定・契約（２７年度） 総務部職員課長 2016/04/01 10年 2026/03/31 紙 休憩室横倉庫 総務部職員課長 移管

2015年度 男女共同参画室 こすもす保育園 卒・退園者書類(27年度) 総務部職員課長 2016/04/01 10年 2026/03/31 紙 休憩室横倉庫 総務部職員課長 廃棄

2015年度 男女共同参画室 学童保育所 学童保育所(27年度) 総務部職員課長 2016/04/01 10年 2026/03/31 紙 休憩室横倉庫 総務部職員課長 廃棄

2015年度 男女共同参画室 男女共同参画 男女共同参画(27年度)  1/2 総務部職員課長 2016/04/01 10年 2026/03/31 紙 GRL２階事務室 総務部職員課長 廃棄

2015年度 男女共同参画室 男女共同参画 男女共同参画(27年度)  2/2 総務部職員課長 2016/04/01 10年 2026/03/31 紙 GRL２階事務室 総務部職員課長 廃棄

2015年度 男女共同参画室 男女共同参画 男女共同参画推進専門委員会及び参画室会議(27年度) 総務部職員課長 2016/04/01 10年 2026/03/31 紙 GRL２階事務室 総務部職員課長 移管

2016年度 男女共同参画室 こすもす保育園 愛知労働局助成金関係(28年度) 総務部職員課長 2017/04/01 5年 2022/03/31 紙 休憩室横倉庫 総務部職員課長 廃棄

2016年度 男女共同参画室 こすもす保育園 保育園支払い関係(28年度) 総務部職員課長 2017/04/01 5年 2022/03/31 紙 休憩室横倉庫 総務部職員課長 廃棄

2016年度 男女共同参画室 こすもす保育園 保育園運営委託料(28年度) 総務部職員課長 2017/04/01 5年 2022/03/31 紙 休憩室横倉庫 総務部職員課長 廃棄

2016年度 男女共同参画室 こすもす保育園 保育園料請求(28年度) 総務部職員課長 2017/04/01 5年 2022/03/31 紙 休憩室横倉庫 総務部職員課長 廃棄

2016年度 男女共同参画室 科学技術人材育成費 JST額の確定調査(連携型27年度分) 総務部職員課長 2017/04/01 5年 2022/03/31 紙 GRL２階事務室 総務部職員課長 廃棄

2016年度 男女共同参画室 科学技術人材育成費 科学技術人材育成費補助金 女性研究者研究活動支援事業（連係型）(28年度) 総務部職員課長 2017/04/01 5年 2022/03/31 紙 GRL２階事務室 総務部職員課長 廃棄

2016年度 男女共同参画室 科学技術人材育成費 科学技術人材育成費補助金 女性研究者研究活動支援事業（連係型）（支払い関係）(28年度) 総務部職員課長 2017/04/01 5年 2022/03/31 紙 GRL２階事務室 総務部職員課長 廃棄

2016年度 男女共同参画室 科学研究費補助金 科学研究費補助金(28年度) 総務部職員課長 2017/04/01 5年 2022/03/31 紙 GRL２階事務室 総務部職員課長 廃棄

2016年度 男女共同参画室 男女共同参画 ベビーシッター育児支援事業(28年度) 総務部職員課長 2017/04/01 5年 2022/03/31 紙 GRL２階事務室 総務部職員課長 廃棄

2016年度 男女共同参画室 服務 平成２８年出勤簿・休暇簿 男女共同参画室長 2017/04/01 5年 2022/03/31 紙 GRL２階事務室 総務部職員課長 廃棄

2016年度 男女共同参画室 こすもす保育園 こすもす保育園(28年度) 総務部職員課長 2017/04/01 10年 2027/03/31 紙 GRL２階事務室 総務部職員課長 廃棄

2016年度 男女共同参画室 こすもす保育園 こすもす保育園運営協議会(28年度) 総務部職員課長 2017/04/01 10年 2027/03/31 紙 GRL２階事務室 総務部職員課長 廃棄

2016年度 男女共同参画室 こすもす保育園 卒・退園者書類(28年度) 総務部職員課長 2017/04/01 10年 2027/03/31 紙 休憩室横倉庫 総務部職員課長 廃棄

2016年度 男女共同参画室 学童保育所 学童保育所(28年度) 総務部職員課長 2017/04/01 10年 2027/03/31 紙 GRL２階事務室 総務部職員課長 廃棄

2016年度 男女共同参画室 男女共同参画 HeForShe推進専門委員会(28年度) 総務部職員課長 2017/04/01 10年 2027/03/31 紙 GRL２階事務室 総務部職員課長 移管

2016年度 男女共同参画室 男女共同参画 ジェンダー・リサーチ・ライブラリ関係 総務部職員課長 2017/04/01 10年 2027/03/31 紙 GRL1階事務室 総務部職員課長 移管

2016年度 男女共同参画室 男女共同参画 男女共同参画(28年度)  1/2 総務部職員課長 2017/04/01 10年 2027/03/31 紙 GRL２階事務室 総務部職員課長 廃棄

2016年度 男女共同参画室 男女共同参画 男女共同参画(28年度)  2/2 総務部職員課長 2017/04/01 10年 2027/03/31 紙 GRL２階事務室 総務部職員課長 廃棄
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2016年度 男女共同参画室 男女共同参画 男女共同参画推進専門委員会及び参画室会議(28年度) 総務部職員課長 2017/04/01 10年 2027/03/31 紙 GRL２階事務室 総務部職員課長 移管

2017年度 男女共同参画室 こすもす保育園 こすもす保育園(29年度) 総務部職員課長 2017/04/01 10年 2027/03/31 紙 GRL２階事務室 総務部職員課長 廃棄

2017年度 男女共同参画室 こすもす保育園 こすもす保育園運営協議会(29年度) 総務部職員課長 2017/04/01 10年 2027/03/31 紙 GRL２階事務室 総務部職員課長 廃棄

2017年度 男女共同参画室 こすもす保育園 卒・退園者書類(29年度) 総務部職員課長 2017/04/01 10年 2027/03/31 紙 GRL２階事務室 総務部職員課長 廃棄

2017年度 男女共同参画室 学童保育所 学童保育所(29年度) 総務部職員課長 2017/04/01 10年 2027/03/31 紙 GRL２階事務室 総務部職員課長 廃棄

2017年度 男女共同参画室 男女共同参画 男女共同参画(29年度)  1/2 総務部職員課長 2017/04/01 10年 2027/03/31 紙 GRL２階事務室 総務部職員課長 廃棄

2017年度 男女共同参画室 男女共同参画 男女共同参画(29年度)  2/2 総務部職員課長 2017/04/01 10年 2027/03/31 紙 GRL２階事務室 総務部職員課長 廃棄

2017年度 男女共同参画室 男女共同参画 男女共同参画推進専門委員会及び参画室会議(29年度) 総務部職員課長 2017/04/01 10年 2027/03/31 紙 GRL２階事務室 総務部職員課長 移管

2017年度 男女共同参画室 男女共同参画 ベビーシッター育児支援事業(29年度) 総務部職員課長 2017/04/01 5年 2022/03/31 紙 GRL２階事務室 総務部職員課長 廃棄

2017年度 男女共同参画室 男女共同参画 HeForShe推進専門委員会(29年度) 総務部職員課長 2017/04/01 10年 2027/03/31 紙 GRL２階事務室 総務部職員課長 移管

2017年度 男女共同参画室 服務 平成２９年出勤簿・休暇簿 男女共同参画室長 2017/04/01 5年 2022/03/31 紙 GRL２階事務室 総務部職員課長 廃棄

2017年度 男女共同参画室 科学技術人材育成費 科学技術人材育成費補助金「ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ（特色型）」(29年度) 総務部職員課長 2017/04/01 5年 2022/03/31 紙 GRL２階事務室 総務部職員課長 廃棄

2017年度 男女共同参画室 科学技術人材育成費 科学技術人材育成費補助金「ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ（特色型）（支払い関係）」(29年度) 総務部職員課長 2017/10/01 5年 2022/09/30 紙 GRL２階事務室 総務部職員課長 廃棄

2017年度 男女共同参画室 科学技術人材育成費 JST額の確定調査(連携型28年度分) 総務部職員課長 2017/04/01 5年 2022/03/31 紙 GRL２階事務室 総務部職員課長 廃棄

2016年度 男女共同参画室 男女共同参画 女性PI選考委員会関係(28年度) 総務部職員課長 2016/04/01 5年 2021/03/31 紙 GRL２階事務室 総務部職員課長 廃棄

2017年度 男女共同参画室 男女共同参画 女性PI選考委員会関係(29年度) 総務部職員課長 2017/04/01 5年 2022/03/31 紙 GRL２階事務室 総務部職員課長 廃棄

2018年度 男女共同参画センター 科学技術人材育成費
平成３０年度科学技術人材育成費補助事業「ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ（全国ダイバーシティネットワーク中核
機関（群））」

総務部職員課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 GRL２階事務室 総務部職員課長 廃棄

2018年度 男女共同参画センター 科学技術人材育成費 平成30（2018）年度科学技術人材育成費補助金「ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ（特色型）」 総務部職員課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 GRL２階事務室 総務部職員課長 廃棄

2018年度 男女共同参画センター 男女共同参画 平成３０度GRL研究集会助成金（髙橋分） 総務部職員課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 GRL２階事務室 総務部職員課長 廃棄

2018年度 男女共同参画センター 服務 平成３０年出勤簿・休暇簿 男女共同参画センター長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 GRL２階事務室 総務部職員課長 廃棄

2018年度 男女共同参画センター 男女共同参画 平成３０年度 男女共同参画センター  1/3 総務部職員課長 2019/04/01 10年 2029/03/31 紙 GRL２階事務室 総務部職員課長 廃棄

2018年度 男女共同参画センター 男女共同参画 平成３０年度 男女共同参画センター  2/3 総務部職員課長 2019/04/01 10年 2029/03/31 紙 GRL２階事務室 総務部職員課長 廃棄

2018年度 男女共同参画センター 男女共同参画 平成３０年度 男女共同参画センター  3/3 総務部職員課長 2019/04/01 10年 2029/03/31 紙 GRL２階事務室 総務部職員課長 廃棄

2018年度 男女共同参画センター 男女共同参画 平成３０年度 学童保育所関係 総務部職員課長 2019/04/01 10年 2029/03/31 紙 GRL２階事務室 総務部職員課長 廃棄

2018年度 男女共同参画センター 男女共同参画 平成３０年度 学童保育所業務委託選定・契約 総務部職員課長 2019/04/01 10年 2029/03/31 紙 GRL２階事務室 総務部職員課長 移管

2018年度 男女共同参画センター 男女共同参画 平成３０年度 男女共同参画推進専門委員会・参画センター会議 総務部職員課長 2019/04/01 10年 2029/03/31 紙 GRL２階事務室 総務部職員課長 廃棄

2018年度 男女共同参画センター 男女共同参画 ベビーシッター育児支援事業（30年度） 総務部職員課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 GRL２階事務室 総務部職員課長 廃棄

2018年度 男女共同参画センター 機能強化経費(HeForShe) 平成28年度（2016）年度HeForSheイベント① 総務部職員課長 2017/04/01 5年 2022/03/31 紙 GRL２階事務室 総務部職員課長 廃棄

2018年度 男女共同参画センター 機能強化経費(HeForShe) 平成28年度（2016）年度HeForSheイベント② 総務部職員課長 2017/04/01 5年 2022/03/31 紙 GRL２階事務室 総務部職員課長 廃棄

2018年度 男女共同参画センター 機能強化経費(HeForShe) 平成29年度（2017）年度HeForSheイベント①＆機能強化経費 総務部職員課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 GRL２階事務室 総務部職員課長 廃棄

2018年度 男女共同参画センター 機能強化経費(HeForShe) 平成29年度（2017）年度HeForSheイベント② 総務部職員課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 GRL２階事務室 総務部職員課長 廃棄

2018年度 男女共同参画センター 機能強化経費(HeForShe) 平成30年度（2018）年度HeForSheイベント＆機能強化経費 総務部職員課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 GRL２階事務室 総務部職員課長 廃棄

2018年度 男女共同参画センター ＧＲＬ 平成３０年度 ジェンダー・リサーチ・ライブラリ 総務部職員課長 2019/04/01 10年 2029/03/31 紙 GRL１階事務室 総務部職員課長 移管

2018年度 男女共同参画センター ＧＲＬ 平成３０年度 ジェンダー・リサーチ・ライブラリ　各種委員会 総務部職員課長 2019/04/01 10年 2029/03/31 紙 GRL１階事務室 総務部職員課長 移管

2017年度 男女共同参画センター ＧＲＬ 平成２９年度 ジェンダー・リサーチ・ライブラリ 総務部職員課長 2018/04/01 10年 2028/03/31 紙 GRL１階事務室 総務部職員課長 移管

2018年度 男女共同参画センター 男女共同参画 女性PI選考委員会関係(30年度) 総務部職員課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 GRL２階事務室 総務部職員課長 廃棄

2018年度 男女共同参画センター こすもす保育園 こすもす保育園(30年度) 総務部職員課長 2019/04/01 10年 2029/03/31 紙 GRL２階事務室 総務部職員課長 廃棄

2018年度 男女共同参画センター こすもす保育園 こすもす保育園運営協議会(30年度) 総務部職員課長 2019/04/01 10年 2029/03/31 紙 GRL２階事務室 総務部職員課長 廃棄

2018年度 男女共同参画センター こすもす保育園 保育園支払い関係(30年度) 総務部職員課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 GRL２階事務室 総務部職員課長 廃棄

2018年度 男女共同参画センター こすもす保育園 保育園運営委託料(30年度) 総務部職員課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 GRL２階事務室 総務部職員課長 廃棄

2018年度 男女共同参画センター こすもす保育園 保育園料請求(30年度) 総務部職員課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 GRL２階事務室 総務部職員課長 廃棄

2018年度 男女共同参画センター こすもす保育園 卒・退園者書類(30年度) 総務部職員課長 2019/04/01 10年 2029/03/31 紙 GRL２階事務室 総務部職員課長 廃棄
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1951年度 福祉 規程 規則10-3関係例規綴　昭和26年～平成4年 総務部人事課福祉掛 1952/04/01 無期限 - 紙 車庫倉庫 総務部職員課長 移管

1951年度 福祉 厚生施設 山の家関係書類（移管） 総務部人事課厚生掛 1952/04/01 無期限 - 紙 事務局倉庫（財務課裏） 総務部職員課長 移管

1953年度 福祉 年金 昭和28年8月法律百五十八号非常勤職員の組合資格について 総務部人事課福祉掛 1954/04/01 無期限 - 紙 職員課事務室 総務部職員課長 移管

1955年度 福祉 年金 非常勤職員の共済組合員資格取得一覧 総務部人事課福祉掛 1956/04/01 無期限 - 紙 職員課事務室 総務部職員課長 移管

1957年度 福祉 規程 職員の保健及び安全保持関係例規綴　昭和32年起　人事課 総務部人事課福祉掛 1958/04/01 無期限 - 紙 事務局倉庫（財務課裏） 総務部職員課長 移管

1959年度 福祉 年金 長期給付（昭34.1から昭36.12まで） 総務部人事課福祉掛 1960/04/01 無期限 - 紙 事務局倉庫（財務課裏） 総務部職員課長 移管

1960年度 福祉 表彰 名古屋大学永年勤続者及び文部科学省永年勤続者名簿綴～平成４年度 総務部人事課福祉掛 1961/04/01 無期限 - 紙 総務課横倉庫 総務部職員課長 移管

1962年度 福祉 年金 長期給付　法・運用方針手続等　～S45.4 総務部人事課福祉掛 1963/04/01 無期限 - 紙 事務局倉庫（財務課裏） 総務部職員課長 移管

1963年度 福祉 年金 長期給付　例規　給与法改訂手続・行政事例 総務部人事課福祉掛 1964/04/01 無期限 - 紙 事務局倉庫（財務課裏） 総務部職員課長 移管

1963年度 福祉 年金 長期給付関係例規綴 総務部人事課福祉掛 1964/04/01 無期限 - 紙 事務局倉庫（財務課裏） 総務部職員課長 移管

1966年度 福祉 規程 人事院規則10-4　職員の保健及び安全保持　昭和41年 総務部人事課福祉掛 1967/04/01 無期限 - 紙 車庫倉庫 総務部職員課長 移管

1968年度 福祉 規程 人事院規則10-4関係綴　昭和43年～昭和47年 総務部人事課福祉掛 1973/04/01 無期限 - 紙 車庫倉庫 総務部職員課長 移管

1970年度 福祉 年金 長期給付　法・運用方針手続等　S45.4～56.3 総務部人事課福祉掛 1971/04/01 無期限 - 紙 事務局倉庫（財務課裏） 総務部職員課長 移管

1972年度 福祉 規程 規則10-4関係例規綴　昭和47年～昭和57年 総務部人事課福祉掛 1983/04/01 無期限 - 紙 事務局倉庫（財務課裏） 総務部職員課長 移管

1972年度 福祉 財産形成貯蓄 財形貯蓄覚書（旧） 総務部人事課福祉掛 1973/04/01 無期限 - 紙 事務局倉庫（財務課裏） 総務部職員課長 移管

1973年度 福祉 規程 職員の保健及び安全保持に関するの規則　昭和48年 総務部人事課福祉掛 1974/04/01 無期限 - 紙 車庫倉庫 総務部職員課長 移管

1973年度 福祉 規程 職員の保健及び安全保持の規則等　昭和48年 総務部人事課福祉掛 1974/04/01 無期限 - 紙 車庫倉庫 総務部職員課長 移管

1973年度 福祉 公災・労災 公務災害　NO.1　（昭和48年～昭和53年度） 総務部人事課福祉掛 1978/04/01 治癒後10年 - 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

1973年度 福祉 公災・労災 公務災害　認定・療養補償・休業補償・休業援護金　S48.2～49.3　NO.1 総務部人事課福祉掛 1974/04/01 治癒後10年 - 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

1974年度 福祉 公災・労災 公務災害記録簿（進行中） 総務部人事課福祉掛 1975/04/01 終了後10年 - 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

1974年度 福祉 公災・労災 昭和49年4月から昭和51年3月公務災害NO.2 総務部人事課福祉掛 1975/04/01 治癒後10年 - 紙 事務局倉庫（財務課裏） 総務部職員課長 廃棄

1976年度 福祉 公災・労災 昭和51年4月から昭和53年3月公務災害NO.3 総務部人事課福祉掛 1977/04/01 治癒後10年 - 紙 事務局倉庫（財務課裏） 総務部職員課長 廃棄

1977年度 福祉 健康・安全管理 危険設備等設置状況調査書　学内通知　昭和52年～60年 総務部人事課福祉掛 1978/04/01 無期限 - 紙 車庫倉庫 総務部職員課長 移管

1978年度 福祉 公災・労災 公務災害　認定・療養補償・休業補償・休業援護金　S53.4～55.3　NO.4 総務部人事課福祉掛 1979/04/01 治癒後10年 - 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

1979年度 福祉 規程 規則10-5例規綴（職員の放射線障害の防止）　昭和57年4月～平成5年 総務部人事課福祉掛 1994/04/01 無期限 - 紙 車庫倉庫 総務部職員課長 移管

1979年度 福祉 規程 健康安全管理規程　昭和54年 総務部人事課福祉掛 1980/04/01 無期限 - 紙 事務局倉庫（財務課裏） 総務部職員課長 移管

1979年度 福祉 公災・労災 公務災害　NO.2　（昭和54年度～昭和60年度） 総務部人事課福祉掛 1980/04/01 治癒後10年 - 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

1979年度 福祉 公災・労災 昭和54年4月から昭和58年3月公務災害NO.5 総務部人事課福祉掛 1980/04/01 治癒後10年 - 紙 事務局倉庫（財務課裏） 総務部職員課長 廃棄

1981年度 福祉 年金 長期給付　法・運用方針手続等　S56.4～ 総務部人事課福祉掛 1982/04/01 無期限 - 紙 事務局倉庫（財務課裏） 総務部職員課長 移管

1982年度 福祉 栄典 退職時の記録 総務部人事課福祉掛 - 無期限 - 紙 職員課事務室 総務部職員課長 移管

1983年度 福祉 規程 規則10-4関係綴　昭和58年～平成元年3月 総務部人事課福祉掛 1990/04/01 無期限 - 紙 事務局倉庫（財務課裏） 総務部職員課長 移管

1983年度 福祉 規程 人事院規則10-4関係綴　昭58～平元年～平3年 総務部人事課福祉掛 1992/04/01 無期限 - 紙 事務局倉庫（財務課裏） 総務部職員課長 移管

1983年度 福祉 健康・安全管理 エックス線装置届 総務部人事課福祉掛 1984/04/01 無期限 - 紙 事務局倉庫（財務課裏） 総務部職員課長 移管

1983年度 福祉 公災・労災 昭和58年4月から昭和61年3月公務災害NO.6 総務部人事課福祉掛 1984/04/01 治癒後10年 - 紙 事務局倉庫（財務課裏） 総務部職員課長 廃棄

1985年度 福祉 公災・労災 昭和60年10月から平成3年2月通勤災害NO.1 総務部人事課福祉掛 1986/04/01 治癒後10年 - 紙 事務局倉庫（財務課裏） 総務部職員課長 廃棄

1986年度 福祉 公災・労災 公務災害　NO.3　　（昭和61年度～平成10年度） 総務部人事課福祉掛 1987/04/01 治癒後10年 - 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

1986年度 福祉 公災・労災 昭和61年4月から平成元年3月公務災害NO.7 総務部人事課福祉掛 1987/04/01 治癒後10年 - 紙 事務局倉庫（財務課裏） 総務部職員課長 廃棄

1987年度 福祉 健康・安全管理 危害防止主任者氏名台帳 総務部人事課福祉掛 1988/04/01 無期限 - 紙 事務局倉庫（財務課裏） 総務部職員課長 移管

1987年度 福祉 財産形成貯蓄 財産形成貯蓄関係（例規含）昭和62年12月～昭和63年5月 総務部人事課福祉掛 1988/04/01 無期限 - 紙 事務局倉庫（財務課裏） 総務部職員課長 移管

1989年度 福祉 栄典 平成元年秋　生存者叙勲申請書綴 総務部人事課福祉掛 1990/04/01 30年 2020/03/31 紙 事務局倉庫（財務課裏） 総務部職員課長 移管

1989年度 福祉 栄典 平成元年春　生存者叙勲申請書綴 総務部人事課福祉掛 1990/04/01 30年 2020/03/31 紙 事務局倉庫（財務課裏） 総務部職員課長 移管

1989年度 福祉 公災・労災 平成元年4月から平成4年3月公務災害NO.8 総務部人事課福祉掛 1990/04/01 治癒後10年 - 紙 事務局倉庫（財務課裏） 総務部職員課長 廃棄
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1990年度 福祉 栄典 昭和60-平成2年度　褒章具申書類綴 総務部人事課福祉掛 1991/04/01 30年 2021/03/31 紙 事務局倉庫（財務課裏） 総務部職員課長 移管

1990年度 福祉 栄典 平成2年秋　生存者叙勲申請書綴 総務部人事課福祉掛 1991/04/01 30年 2021/03/31 紙 事務局倉庫（財務課裏） 総務部職員課長 移管

1990年度 福祉 栄典 平成2年春　生存者叙勲申請書綴 総務部人事課福祉掛 1991/04/01 30年 2021/03/31 紙 事務局倉庫（財務課裏） 総務部職員課長 移管

1990年度 福祉 健康・安全管理 理学部放射性同位元素紛失事故についてNO.1　人規10-5に基づく報告 総務部人事課厚生掛 1991/04/01 30年 2021/03/31 紙 事務局倉庫（財務課裏） 総務部職員課長 廃棄

1990年度 福祉 健康・安全管理 理学部放射性同位元素紛失事故についてNO.2　事故発生からの関係資料 総務部人事課厚生掛 1991/04/01 30年 2021/03/31 紙 事務局倉庫（財務課裏） 総務部職員課長 廃棄

1990年度 福祉 健康・安全管理 エックス線装置（廃止関係） 総務部人事課厚生掛 1991/04/01 無期限 - 紙 事務局倉庫（財務課裏） 総務部職員課長 移管

1991年度 福祉 栄典 平成3年秋　生存者叙勲申請書綴 総務部人事課福祉掛 1992/04/01 30年 2022/03/31 紙 事務局倉庫（財務課裏） 総務部職員課長 移管

1991年度 福祉 栄典 平成3年春　生存者叙勲申請書綴 総務部人事課福祉掛 1992/04/01 30年 2022/03/31 紙 事務局倉庫（財務課裏） 総務部職員課長 移管

1991年度 福祉 栄典 平成3年度　褒章具申書類綴 総務部人事課福祉掛 1992/04/01 30年 2022/03/31 紙 事務局倉庫（財務課裏） 総務部職員課長 移管

1991年度 福祉 健康・安全管理 安全管理関係（事故防止）平成3年～ 総務部人事課福祉掛 1992/04/01 30年 2022/03/31 紙 事務局倉庫（財務課裏） 総務部職員課長 廃棄

1991年度 福祉 公災・労災 公務災害記録簿（完了綴）平成3年度～ 総務部人事課福祉掛 1992/04/01 30年 2022/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

1991年度 福祉 公災・労災 平成3年2月から平成14年2月通勤災害NO.2 総務部人事課福祉掛 1992/04/01 治癒後10年 - 紙 事務局倉庫（財務課裏） 総務部職員課長 廃棄

1992年度 福祉 栄典 平成1-4年度　各種表彰関係綴 総務部人事課福祉掛 1993/04/01 30年 2023/03/31 紙 車庫倉庫 総務部職員課長 移管

1992年度 福祉 栄典 平成4年秋　生存者叙勲申請書綴 総務部人事課福祉掛 1993/04/01 30年 2023/03/31 紙 事務局倉庫（財務課裏） 総務部職員課長 移管

1992年度 福祉 栄典 平成4年春　生存者叙勲申請書綴 総務部人事課福祉掛 1993/04/01 30年 2023/03/31 紙 事務局倉庫（財務課裏） 総務部職員課長 移管

1992年度 福祉 公災・労災 平成4年4月から平成9年3月公務災害NO.9 総務部人事課福祉掛 1993/04/01 治癒後10年 - 紙 事務局倉庫（財務課裏） 総務部職員課長 廃棄

1993年度 福祉 栄典 平成4-5年度　褒章具申書類綴 総務部人事課福祉掛 1994/04/01 30年 2024/03/31 紙 事務局倉庫（財務課裏） 総務部職員課長 移管

1993年度 福祉 栄典 平成5年秋　生存者叙勲申請書綴 総務部人事課福祉掛 1994/04/01 30年 2024/03/31 紙 事務局倉庫（財務課裏） 総務部職員課長 移管

1993年度 福祉 栄典 平成5年春　生存者叙勲申請書綴 総務部人事課福祉掛 1994/04/01 30年 2024/03/31 紙 事務局倉庫（財務課裏） 総務部職員課長 移管

1993年度 福祉 健康・安全管理 危害防止主任者発令上申書　平成6.1～ 総務部人事課厚生掛 1994/04/01 30年 2024/03/31 紙 事務局倉庫（財務課裏） 総務部職員課長 廃棄

1993年度 福祉 健康・安全管理 伝染病及び寄生虫検査結果表綴　平成5年度～平成15年度 総務部人事課福祉掛 2004/04/01 30年 2034/03/31 紙 事務局倉庫（財務課裏） 総務部職員課長 廃棄

1993年度 福祉 健康・安全管理 危害防止主任者発令上申書 総務部人事課厚生掛 1994/04/01 無期限 - 紙 事務局倉庫（財務課裏） 総務部職員課長 移管

1993年度 福祉 公災・労災 平成5年8月から平成7年3月公務災害NO.1 総務部人事課福祉掛 1994/04/01 治癒後10年 - 紙 事務局倉庫（財務課裏） 総務部職員課長 廃棄

1993年度 福祉 表彰 名古屋大学永年勤続者及び文部科学省永年勤続者名簿綴平成５年度～ 総務部人事課福祉掛 1994/04/01 無期限 - 紙 総務課横倉庫 総務部職員課長 移管

1994年度 福祉 栄典 平成6年　生存者叙勲申請書綴 総務部人事課福祉掛 1995/04/01 30年 2025/03/31 紙 事務局倉庫（財務課裏） 総務部職員課長 移管

1994年度 福祉 健康・安全管理 液化窒素の使用状況調査関係綴 総務部人事課福祉掛 1995/04/01 30年 2025/03/31 紙 事務局倉庫（財務課裏） 総務部職員課長 廃棄

1994年度 福祉 健康・安全管理 平成6年度～　健康・安全管理者お代簿担当者等の氏名綴　健康管理医 総務部人事課福祉掛 1995/04/01 30年 2025/03/31 紙 事務局倉庫（財務課裏） 総務部職員課長 廃棄

1995年度 福祉 栄典 平成7年　生存者叙勲申請書綴 総務部人事課福祉掛 1996/04/01 30年 2026/03/31 紙 事務局倉庫（財務課裏） 総務部職員課長 移管

1995年度 福祉 公災・労災 平成7年4月から平成11年3月公務災害NO.2 総務部人事課福祉掛 1996/04/01 治癒後10年 - 紙 事務局倉庫（財務課裏） 総務部職員課長 廃棄

1996年度 福祉 栄典 平成8年　生存者叙勲申請書綴（1/2） 総務部人事課福祉掛 1997/04/01 30年 2027/03/31 紙 事務局倉庫（財務課裏） 総務部職員課長 移管

1996年度 福祉 栄典 平成8年　生存者叙勲申請書綴（2/2） 総務部人事課福祉掛 1997/04/01 30年 2027/03/31 紙 事務局倉庫（財務課裏） 総務部職員課長 移管

1997年度 福祉 栄典 平成9年秋　生存者叙勲申請書綴 総務部人事課福祉掛 1998/04/01 30年 2028/03/31 紙 事務局倉庫（財務課裏） 総務部職員課長 移管

1997年度 福祉 栄典 平成9年春　生存者叙勲申請書綴 総務部人事課福祉掛 1998/04/01 30年 2028/03/31 紙 事務局倉庫（財務課裏） 総務部職員課長 移管

1997年度 福祉 公災・労災 公務災害　認定・療養補償・休業補償・休業援護金　H9.4～14.3　NO.10 総務部人事労務課福祉掛 1998/04/01 治癒後10年 - 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

1998年度 福祉 栄典 平成10年秋　生存者叙勲申請書綴 総務部人事課福祉掛 1999/04/01 30年 2029/03/31 紙 事務局倉庫（財務課裏） 総務部職員課長 移管

1998年度 福祉 栄典 平成10年春　生存者叙勲申請書綴 総務部人事課福祉掛 1999/04/01 30年 2029/03/31 紙 事務局倉庫（財務課裏） 総務部職員課長 移管

1998年度 福祉 栄典 平成6-10年度　褒章具申書類綴 総務部人事課福祉掛 1999/04/01 30年 2029/03/31 紙 事務局倉庫（財務課裏） 総務部職員課長 移管

1998年度 福祉 規程 人事院規則10-7関係例規綴 総務部人事課福祉掛 1999/04/01 無期限 - 紙 事務局倉庫（財務課裏） 総務部職員課長 移管

1999年度 福祉 栄典 平成11年秋　生存者叙勲申請書綴 総務部人事課福祉掛 2000/04/01 30年 2030/03/31 紙 事務局倉庫（財務課裏） 総務部職員課長 移管

1999年度 福祉 栄典 平成11年春　生存者叙勲申請書綴 総務部人事課福祉掛 2000/04/01 30年 2030/03/31 紙 事務局倉庫（財務課裏） 総務部職員課長 移管

1999年度 福祉 栄典 平成11年度　褒章具申書類綴 総務部人事課福祉掛 2000/04/01 30年 2030/03/31 紙 事務局倉庫（財務課裏） 総務部職員課長 移管

1999年度 福祉 栄典 平成5-11年度　各種表彰関係綴 総務部人事課福祉掛 2000/04/01 30年 2030/03/31 紙 車庫倉庫 総務部職員課長 移管
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1999年度 福祉 健康・安全管理 危害防止主任者発令上申書綴 総務部人事課福祉掛 2000/04/01 30年 2030/03/31 紙 事務局倉庫（財務課裏） 総務部職員課長 廃棄

1999年度 福祉 公災・労災 平成11年4月から平成14年2月公務災害NO.3 総務部人事課福祉掛 2000/04/01 治癒後10年 - 紙 事務局倉庫（財務課裏） 総務部職員課長 廃棄

2000年度 福祉 栄典 平成12年秋　生存者叙勲申請書綴 総務部人事課福祉掛 2001/04/01 30年 2031/03/31 紙 事務局倉庫（財務課裏） 総務部職員課長 移管

2000年度 福祉 栄典 平成12年春　生存者叙勲申請書綴 総務部人事課福祉掛 2001/04/01 30年 2031/03/31 紙 事務局倉庫（財務課裏） 総務部職員課長 移管

2000年度 福祉 健康・安全管理 安全管理の徹底について（健康安全管理規程の変更関係・設備等の保有状況の調査）平成12年j11月・13年3月 総務部人事課福祉掛 2001/04/01 30年 2031/03/31 紙 事務局倉庫（財務課裏） 総務部職員課長 廃棄

2000年度 福祉 健康・安全管理 危害防止主任者発令綴 総務部人事課福祉掛 2001/04/01 30年 2031/03/31 紙 事務局倉庫（財務課裏） 総務部職員課長 廃棄

2000年度 福祉 健康・安全管理 危害防止主任者発令綴　H12.4.1～H14.1.1 総務部人事課福祉掛 2001/04/01 30年 2031/03/31 紙 事務局倉庫（財務課裏） 総務部職員課長 廃棄

2000年度 福祉 健康・安全管理 危害防止主任者発令綴　H12.4.1～H14.1.1 総務部人事課福祉掛 2001/04/01 30年 2031/03/31 紙 事務局倉庫（財務課裏） 総務部職員課長 廃棄

2000年度 福祉 公災・労災 平成12年12月から平成13年1月公務災害NO.1 総務部人事課福祉掛 2001/04/01 治癒後10年 - 紙 事務局倉庫（財務課裏） 総務部職員課長 廃棄

2001年度 福祉 栄典 平成12-13年度　各種表彰関係綴 総務部人事課福祉掛 2002/04/01 30年 2032/03/31 紙 車庫倉庫 総務部職員課長 移管

2001年度 福祉 栄典 平成12-13年度　褒章具申書類綴 総務部人事課福祉掛 2002/04/01 30年 2032/03/31 紙 事務局倉庫（財務課裏） 総務部職員課長 移管

2001年度 福祉 栄典 平成13年秋　生存者叙勲申請書綴 総務部人事課福祉掛 2002/04/01 30年 2032/03/31 紙 事務局倉庫（財務課裏） 総務部職員課長 移管

2001年度 福祉 栄典 平成13年春　生存者叙勲申請書綴 総務部人事課福祉掛 2002/04/01 30年 2032/03/31 紙 事務局倉庫（財務課裏） 総務部職員課長 移管

2001年度 福祉 公災・労災 平成13年2月から平成14年2月公務災害NO.2 総務部人事課福祉掛 2002/04/01 治癒後10年 - 紙 事務局倉庫（財務課裏） 総務部職員課長 廃棄

2002年度 福祉 健康・安全管理 危害防止主任者発令綴 総務企画部人事労務課福祉掛 2003/04/01 30年 2033/03/31 紙 事務局倉庫（財務課裏） 総務部職員課長 廃棄

2002年度 福祉 栄典 平成14年秋　生存者叙勲申請書綴 総務企画部人事労務課福祉掛 2003/04/01 30年 2033/03/31 紙 事務局倉庫（財務課裏） 総務部職員課長 移管

2002年度 福祉 栄典 平成14年度　褒章具申書類綴 総務企画部人事労務課福祉掛 2003/04/01 30年 2033/03/31 紙 事務局倉庫（財務課裏） 総務部職員課長 移管

2002年度 福祉 栄典 平成14年春　生存者叙勲申請書綴 総務企画部人事労務課福祉掛 2003/04/01 30年 2033/03/31 紙 事務局倉庫（財務課裏） 総務部職員課長 移管

2002年度 福祉 栄典 平成14年秋　生存者叙勲申請書綴 総務企画部人事労務課福祉掛 2003/04/01 30年 2033/03/31 紙 事務局倉庫（財務課裏） 総務部職員課長 移管

2002年度 福祉 栄典 平成14年春　生存者叙勲申請書綴 総務企画部人事労務課福祉掛 2003/04/01 30年 2033/03/31 紙 事務局倉庫（財務課裏） 総務部職員課長 移管

2002年度 福祉 栄典 平成14年度　褒章具申書類綴 総務企画部人事労務課福祉掛 2003/04/01 30年 2033/03/31 紙 事務局倉庫（財務課裏） 総務部職員課長 移管

2002年度 福祉 健康・安全管理 危害防止主任者発令綴 総務企画部人事労務課福祉掛 2003/04/01 30年 2033/03/31 紙 事務局倉庫（財務課裏） 総務部職員課長 廃棄

2003年度 福祉 栄典 平成14-15年度　各種表彰関係綴 総務企画部人事労務課福祉掛 2004/04/01 30年 2034/03/31 紙 車庫倉庫 総務部職員課長 移管

2003年度 福祉 栄典 平成15年秋　生存者叙勲申請書綴 総務企画部人事労務課福祉掛 2004/04/01 30年 2034/03/31 紙 事務局倉庫（財務課裏） 総務部職員課長 移管

2003年度 福祉 栄典 平成15年春　生存者叙勲申請書綴 総務企画部人事労務課福祉掛 2004/04/01 30年 2034/03/31 紙 事務局倉庫（財務課裏） 総務部職員課長 移管

2003年度 福祉 栄典 平成14-15年度　各種表彰関係綴 総務企画部人事労務課福祉掛 2004/04/01 30年 2034/03/31 紙 車庫倉庫 総務部職員課長 移管

2003年度 福祉 栄典 平成15年秋　生存者叙勲申請書綴 総務企画部人事労務課福祉掛 2004/04/01 30年 2034/03/31 紙 事務局倉庫（財務課裏） 総務部職員課長 移管

2003年度 福祉 栄典 平成15年春　生存者叙勲申請書綴 総務企画部人事労務課福祉掛 2004/04/01 30年 2034/03/31 紙 事務局倉庫（財務課裏） 総務部職員課長 移管

2003年度 福祉 雇用保険 国立大学法人等に対する労働保険説明会資料 総務部人事労務課福祉掛 2004/04/01 30年 2034/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2003年度 福祉 公災・労災 公務災害　災害補償報告関係　平成15年度～ 総務部人事労務課福祉掛 2004/04/01 30年 2034/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2003年度 福祉 財産形成貯蓄 財形関係 総務部人事労務課福祉掛 2004/04/01 無期限 - 紙 職員課事務室 総務部職員課長 移管

2004年度 福祉 栄典 平成16年秋　生存者叙勲申請書綴 人事労務課福祉掛 2005/04/01 30年 2035/03/31 紙 事務局倉庫（財務課裏） 総務部職員課長 移管

2004年度 福祉 栄典 平成16年度　各種表彰関係綴 人事労務課福祉掛 2005/04/01 30年 2035/03/31 紙 車庫倉庫 総務部職員課長 移管

2004年度 福祉 栄典 平成16年春　生存者叙勲申請書綴 人事労務課福祉掛 2005/04/01 30年 2035/03/31 紙 事務局倉庫（財務課裏） 総務部職員課長 移管

2004年度 福祉 栄典 平成16年秋　生存者叙勲申請書綴 人事労務課福祉掛 2005/04/01 30年 2035/03/31 紙 事務局倉庫（財務課裏） 総務部職員課長 移管

2004年度 福祉 栄典 平成16年春　生存者叙勲申請書綴 人事労務課福祉掛 2005/04/01 30年 2035/03/31 紙 事務局倉庫（財務課裏） 総務部職員課長 移管

2004年度 福祉 栄典 平成16年度　各種表彰関係綴 人事労務課福祉掛 2005/04/01 30年 2035/03/31 紙 車庫倉庫 総務部職員課長 移管

2004年度 福祉 健康・安全管理 地球水循環研究センター　環境問題 総務部人事労務課福祉掛 2005/04/01 30年 2035/03/31 紙 事務局倉庫（財務課裏） 総務部職員課長 廃棄

2004年度 福祉 健康・安全管理 伝染病及び寄生虫検査結果表綴　平成16年度～ 総務部人事労務課福祉掛 2005/04/01 30年 2035/03/31 紙 事務局倉庫（財務課裏） 総務部職員課長 廃棄

2004年度 福祉 雇用保険 労働保険関係各種届出綴 総務部人事労務課福祉掛 2005/04/01 無期限 - 紙 職員課事務室 総務部職員課長 移管

2004年度 福祉 社保 社会保険関係各種届出綴（平成16年度～） 総務部人事労務課福祉掛 2005/04/01 無期限 - 紙 職員課事務室 総務部職員課長 移管

2005年度 福祉 栄典 平成17年秋　生存者叙勲申請書綴 人事労務課福祉掛 2006/04/01 30年 2036/03/31 紙 総務課横倉庫 総務部職員課長 移管
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2005年度 福祉 栄典 平成17年度　各種表彰関係綴 人事労務課福祉掛 2006/04/01 30年 2036/03/31 紙 車庫倉庫 総務部職員課長 移管

2005年度 福祉 栄典 平成17年春　生存者叙勲申請書綴 人事労務課福祉掛 2006/04/01 30年 2036/03/31 紙 総務課横倉庫 総務部職員課長 移管

2005年度 福祉 その他 アスベスト関係 総務部人事労務課福祉掛 2006/04/01 30年 2036/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2005年度 福祉 栄典 平成17年秋　生存者叙勲申請書綴 人事労務課福祉掛 2006/04/01 30年 2036/03/31 紙 総務課横倉庫 総務部職員課長 移管

2005年度 福祉 栄典 平成17年春　生存者叙勲申請書綴 人事労務課福祉掛 2006/04/01 30年 2036/03/31 紙 総務課横倉庫 総務部職員課長 移管

2005年度 福祉 栄典 平成17年度　各種表彰関係綴 人事労務課福祉掛 2006/04/01 30年 2036/03/31 紙 車庫倉庫 総務部職員課長 移管

2005年度 福祉 財産形成貯蓄 財形貯蓄金融機関からのお知らせ　他 総務部人事労務課福祉掛 2006/04/01 無期限 - 紙 職員課事務室 総務部職員課長 移管

2006年度 福祉 栄典 平成18年度　各種表彰関係綴 人事労務課福祉掛 2007/04/01 30年 2037/03/31 紙 車庫倉庫 総務部職員課長 移管

2006年度 福祉 栄典 平成18年秋　生存者叙勲申請書綴 総務部人事労務課福祉掛 2007/04/01 30年 2037/03/31 紙 総務課横倉庫 総務部職員課長 移管

2006年度 福祉 栄典 平成18年春　生存者叙勲申請書綴 総務部人事労務課福祉掛 2007/04/01 30年 2037/03/31 紙 総務課横倉庫 総務部職員課長 移管

2006年度 福祉 栄典 平成18年度　各種表彰関係綴 人事労務課福祉掛 2007/04/01 30年 2037/03/31 紙 車庫倉庫 総務部職員課長 移管

2006年度 福祉 栄典 平成18年度　褒章具申書類綴 総務部人事労務課福祉掛 2007/04/01 30年 2037/03/31 紙 総務課横倉庫 総務部職員課長 移管

2007年度 福祉 栄典 平成19年度　各種表彰関係綴 人事労務課福祉掛 2008/04/01 30年 2038/03/31 紙 車庫倉庫 総務部職員課長 移管

2007年度 福祉 栄典 平成19年秋　生存者叙勲申請書綴 総務部人事労務課福祉掛 2008/04/01 30年 2038/03/31 紙 総務課横倉庫 総務部職員課長 移管

2007年度 福祉 栄典 平成19年春　生存者叙勲申請書綴 総務部人事労務課福祉掛 2008/04/01 30年 2038/03/31 紙 総務課横倉庫 総務部職員課長 移管

2007年度 福祉 栄典 平成19年度　各種表彰関係綴 人事労務課福祉掛 2008/04/01 30年 2038/03/31 紙 車庫倉庫 総務部職員課長 移管

2007年度 福祉 栄典 平成19年度　褒章具申書類綴 総務部人事労務課福祉掛 2008/04/01 30年 2038/03/31 紙 総務課横倉庫 総務部職員課長 移管

2008年度 福祉 財産形成貯蓄 平成20年度財形貯蓄控除明細 総務部人事労務課福祉掛 2010/04/01 10年 2020/03/31 紙 総務課横倉庫 総務部職員課長 廃棄

2008年度 福祉 栄典 平成20年度　各種表彰関係綴 人事労務課福祉掛 2009/04/01 30年 2039/03/31 紙 車庫倉庫 総務部職員課長 移管

2008年度 福祉 栄典 平成19-20年度　紺綬褒章具申書類綴 総務部人事労務課福祉掛 2009/04/01 30年 2039/03/31 紙 総務課横倉庫 総務部職員課長 移管

2008年度 福祉 栄典 平成20年秋　生存者叙勲申請書綴 総務部人事労務課福祉掛 2009/04/01 30年 2039/03/31 紙 総務課横倉庫 総務部職員課長 移管

2008年度 福祉 栄典 平成20年春　生存者叙勲申請書綴 総務部人事労務課福祉掛 2009/04/01 30年 2039/03/31 紙 総務課横倉庫 総務部職員課長 移管

2008年度 福祉 栄典 平成20年度　各種表彰関係綴 人事労務課福祉掛 2009/04/01 30年 2039/03/31 紙 車庫倉庫 総務部職員課長 移管

2008年度 福祉 栄典 平成20年度　褒章具申書類綴 総務部人事労務課福祉掛 2009/04/01 30年 2039/03/31 紙 総務課横倉庫 総務部職員課長 移管

2009年度 福祉 その他 法人文章開示請求関係 総務部人事労務課福祉掛 2010/04/01 10年 2020/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2009年度 福祉 栄典 平成21年度　死亡叙位・叙勲申請書綴 総務部人事労務課福祉掛 2010/04/01 10年 2020/03/31 紙 車庫倉庫 総務部職員課長 移管

2009年度 福祉 健康診断 事後措置関係 総務部人事労務課福祉掛 2010/04/01 10年 2020/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2009年度 福祉 健康診断 事後措置報告書綴り　進行中 総務部人事労務課福祉掛 2010/04/01 10年 2020/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2009年度 福祉 雇用保険 平成21年度雇用保険関係 総務部人事労務課福祉掛 2010/04/01 10年 2020/03/31 紙 総務課横倉庫 総務部職員課長 廃棄

2009年度 福祉 公災・労災 平成21年度　公務災害関係 総務部人事労務課福祉掛 2010/04/01 10年 2020/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2009年度 福祉 公災・労災 平成21年度　労災保険関係 総務部人事労務課福祉掛 2010/04/01 10年 2020/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2009年度 福祉 年金 平成21度　退職共済年金決定請求書（退職者　その2） 総務部人事労務課福祉掛 2010/04/01 10年 2020/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2009年度 福祉 年金 平成21年度　退職共済年金改定請求書 総務部人事労務課福祉掛 2010/04/01 10年 2020/03/31 紙 総務課横倉庫 総務部職員課長 廃棄

2009年度 福祉 年金 平成21年度　退職共済年金決定請求書（退職者） 総務部人事労務課福祉掛 2010/04/01 10年 2020/03/31 紙 総務課横倉庫 総務部職員課長 廃棄

2009年度 福祉 年金 平成21年度　退職届等 総務部人事労務課福祉掛 2010/04/01 10年 2020/03/31 紙 総務課横倉庫 総務部職員課長 廃棄

2009年度 福祉 年金 平成21年度から　退職共済年金決定通知書 総務部人事労務課福祉掛 2010/04/01 10年 2020/03/31 紙 総務課横倉庫 総務部職員課長 廃棄

2009年度 福祉 年金 平成21年度退職共済年金決定請求書（在職者） 総務部人事労務課福祉掛 2010/04/01 10年 2020/03/31 紙 事務局倉庫（財務課裏） 総務部職員課長 廃棄

2009年度 福祉 表彰 平成21年度永年勤続者表彰綴 総務部人事労務課福祉掛 2010/04/01 10年 2020/03/31 紙 総務課横倉庫 総務部職員課長 移管

2009年度 福祉 雇用保険 平成21年度雇用保険関係（NO.2） 総務部人事労務課福祉掛 2011/04/01 10年 2021/03/31 紙 総務課横倉庫 総務部職員課長 廃棄

2009年度 福祉 雇用保険 平成21年度雇用保険関係（NO.3） 総務部人事労務課福祉掛 2011/04/01 10年 2021/03/31 紙 総務課横倉庫 総務部職員課長 廃棄

2009年度 福祉 雇用保険 平成21年度雇用保険関係（NO.4） 総務部人事労務課福祉掛 2011/04/01 10年 2021/03/31 紙 総務課横倉庫 総務部職員課長 廃棄

2009年度 福祉 栄典 平成21年度　各種表彰関係綴（1/3） 人事労務課福祉掛 2010/04/01 30年 2040/03/31 紙 車庫倉庫 総務部職員課長 移管



作成・取得年度 大分類 中分類
ファイル名
（小分類）

作成・取得者 起算日 保存期間 保存期間満了日
媒体の種

別 保存場所 管理者
保存期間満了時の措
置 備考

2009年度 福祉 栄典 平成21年度　各種表彰関係綴（2/3） 人事労務課福祉掛 2010/04/01 30年 2040/03/31 紙 車庫倉庫 総務部職員課長 移管

2009年度 福祉 栄典 平成21年度　各種表彰関係綴（3/3） 人事労務課福祉掛 2010/04/01 30年 2040/03/31 紙 車庫倉庫 総務部職員課長 移管

2009年度 福祉 栄典 平成21年秋　生存者叙勲申請書綴 総務部人事労務課福祉掛 2010/04/01 30年 2040/03/31 紙 総務課横倉庫 総務部職員課長 移管

2009年度 福祉 栄典 平成21年春　生存者叙勲申請書綴 総務部人事労務課福祉掛 2010/04/01 30年 2040/03/31 紙 総務課横倉庫 総務部職員課長 移管

2009年度 福祉 栄典 平成21年度　各種表彰関係綴（1/3） 人事労務課福祉掛 2010/04/01 30年 2040/03/31 紙 車庫倉庫 総務部職員課長 移管

2009年度 福祉 栄典 平成21年度　各種表彰関係綴（2/3） 人事労務課福祉掛 2010/04/01 30年 2040/03/31 紙 車庫倉庫 総務部職員課長 移管

2009年度 福祉 栄典 平成21年度　各種表彰関係綴（3/3） 人事労務課福祉掛 2010/04/01 30年 2040/03/31 紙 車庫倉庫 総務部職員課長 移管

2010年度 福祉 健康診断 事後措置報告書綴り　平成22年度から 総務部人事労務課長 2011/04/01 10年 2021/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2010年度 福祉 財産形成貯蓄 財形残高報告書　1 総務部人事労務課長 2011/04/01 10年 2021/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2010年度 福祉 財産形成貯蓄 財形残高報告書　2 総務部人事労務課長 2011/04/01 10年 2021/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2010年度 福祉 財産形成貯蓄 財形残高報告書　3 総務部人事労務課長 2011/04/01 10年 2021/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2010年度 福祉 財産形成貯蓄 平成22年度　財形貯蓄控除明細　その1 総務部人事労務課長 2011/04/01 10年 2021/03/31 紙 総務課横倉庫 総務部職員課長 廃棄

2010年度 福祉 財産形成貯蓄 平成22年度　財形貯蓄控除明細　その2 総務部人事労務課長 2011/04/01 10年 2021/03/31 紙 総務課横倉庫 総務部職員課長 廃棄

2010年度 福祉 その他 平成22年度　休憩室・空気清浄器関係綴 総務部人事労務課長 2011/04/01 10年 2021/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2010年度 福祉 年金 年金分割関係　平成22年度から 総務部人事労務課長 2011/04/01 10年 2021/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2010年度 福祉 年金 平成22年度　退職届等 総務部人事労務課長 2011/04/01 10年 2021/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2010年度 福祉 年金 平成22年度　退職共済年金改定請求書 総務部人事労務課長 2011/04/01 10年 2021/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2010年度 福祉 年金 平成22年度　退職共済年金決定請求書（在職者） 総務部人事労務課長 2011/04/01 10年 2021/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2010年度 福祉 年金 平成22年度　退職共済年金決定請求書（退職者） 総務部人事労務課長 2011/04/01 10年 2021/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2010年度 福祉 公災・労災 平成22年度　公務災害関係 総務部人事労務課長 2011/04/01 10年 2021/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2010年度 福祉 公災・労災 平成22年度　労災保険関係 総務部人事労務課長 2011/04/01 10年 2021/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2010年度 福祉 健康診断 平成22～23年度　職員健康管理システム更新綴 総務部人事労務課長 2011/04/01 10年 2021/04/01 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2010年度 福祉 その他 病院被ばく事故関係 総務部人事労務課長 2011/04/01 30年 2041/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2010年度 福祉 財産形成貯蓄 財形貯蓄覚書（現行） 総務部人事労務課長 2011/04/01 無期限 - 紙 職員課事務室 総務部職員課長 移管

2010年度 福祉 その他 平成22年度　税務調査関係（医師謝金） 総務部人事労務課長 2011/04/01 10年 2021/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2010年度 福祉 栄典 平成22年秋　死亡叙位・叙勲申請書綴 総務部人事労務課長 2011/04/01 10年 2021/03/31 紙 車庫倉庫 総務部職員課長 移管

2010年度 福祉 栄典 平成22年春　死亡叙位・叙勲申請書綴 総務部人事労務課長 2011/04/01 10年 2021/03/31 紙 車庫倉庫 総務部職員課長 移管

2010年度 福祉 表彰 平成22年度永年勤続者表彰綴 総務部人事労務課長 2011/04/01 10年 2021/03/31 紙 総務課横倉庫 総務部職員課長 移管

2010年度 福祉 その他 平成22年度　休憩室・空気清浄器関係綴 総務部人事労務課長 2011/04/01 10年 2021/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2010年度 福祉 その他 平成22年度　税務調査関係（医師謝金） 総務部人事労務課長 2011/04/01 10年 2021/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2010年度 福祉 栄典 平成22年秋　死亡叙位・叙勲申請書綴 総務部人事労務課長 2011/04/01 10年 2021/03/31 紙 車庫倉庫 総務部職員課長 移管

2010年度 福祉 栄典 平成22年春　死亡叙位・叙勲申請書綴 総務部人事労務課長 2011/04/01 10年 2021/03/31 紙 車庫倉庫 総務部職員課長 移管

2010年度 福祉 健康診断 事後措置報告書綴り　平成22年度から 総務部人事労務課長 2011/04/01 10年 2021/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2010年度 福祉 公災・労災 平成22年度　公務災害関係 総務部人事労務課長 2011/04/01 10年 2021/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2010年度 福祉 公災・労災 平成22年度　労災保険関係 総務部人事労務課長 2011/04/01 10年 2021/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2010年度 福祉 財産形成貯蓄 財形残高報告書　1 総務部人事労務課長 2011/04/01 10年 2021/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2010年度 福祉 財産形成貯蓄 財形残高報告書　2 総務部人事労務課長 2011/04/01 10年 2021/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2010年度 福祉 財産形成貯蓄 財形残高報告書　3 総務部人事労務課長 2011/04/01 10年 2021/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2010年度 福祉 財産形成貯蓄 平成22年度　財形貯蓄控除明細　その1 総務部人事労務課長 2011/04/01 10年 2021/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2010年度 福祉 財産形成貯蓄 平成22年度　財形貯蓄控除明細　その2 総務部人事労務課長 2011/04/01 10年 2021/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2010年度 福祉 年金 年金分割関係　平成22年度から 総務部人事労務課長 2011/04/01 10年 2021/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2010年度 福祉 年金 平成22年度　退職共済年金改定請求書 総務部人事労務課長 2011/04/01 10年 2021/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄
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2010年度 福祉 年金 平成22年度　退職共済年金決定請求書（在職者） 総務部人事労務課長 2011/04/01 10年 2021/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2010年度 福祉 年金 平成22年度　退職共済年金決定請求書（退職者） 総務部人事労務課長 2011/04/01 10年 2021/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2010年度 福祉 年金 平成22年度　退職届等 総務部人事労務課長 2011/04/01 10年 2021/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2010年度 福祉 表彰 平成22年度永年勤続者表彰綴 総務部人事労務課長 2011/04/01 10年 2021/03/31 紙 総務課横倉庫 総務部職員課長 移管

2010年度 福祉 健康診断 平成22～23年度　職員健康管理システム更新綴 総務部人事労務課長 2011/04/01 10年 2021/04/01 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2010年度 福祉 栄典 平成22年秋　生存者叙勲申請書綴 総務部人事労務課長 2011/04/01 30年 2041/03/31 紙 総務課横倉庫 総務部職員課長 移管

2010年度 福祉 栄典 平成22年度　各種表彰関係綴（1/2） 総務部人事労務課長 2011/04/01 30年 2041/03/31 紙 車庫倉庫 総務部職員課長 移管

2010年度 福祉 栄典 平成22年度　各種表彰関係綴（2/2） 総務部人事労務課長 2011/04/01 30年 2041/03/31 紙 車庫倉庫 総務部職員課長 移管

2010年度 福祉 栄典 平成22年春　生存者叙勲申請書綴 総務部人事労務課長 2011/04/01 30年 2041/03/31 紙 総務課横倉庫 総務部職員課長 移管

2010年度 福祉 その他 病院被ばく事故関係 総務部人事労務課長 2011/04/01 30年 2041/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2010年度 福祉 栄典 平成22年秋　生存者叙勲申請書綴 総務部人事労務課長 2011/04/01 30年 2041/03/31 紙 総務課横倉庫 総務部職員課長 移管

2010年度 福祉 栄典 平成22年春　生存者叙勲申請書綴 総務部人事労務課長 2011/04/01 30年 2041/03/31 紙 総務課横倉庫 総務部職員課長 移管

2010年度 福祉 栄典 平成22年度　各種表彰関係綴（1/2） 総務部人事労務課長 2011/04/01 30年 2041/03/31 紙 車庫倉庫 総務部職員課長 移管

2010年度 福祉 栄典 平成22年度　各種表彰関係綴（2/2） 総務部人事労務課長 2011/04/01 30年 2041/03/31 紙 車庫倉庫 総務部職員課長 移管

2010年度 福祉 栄典 平成22年度　褒章具申書類綴 総務部職員課長 2011/04/01 30年 2041/03/31 紙 総務課横倉庫 総務部職員課長 移管

2010年度 福祉 財産形成貯蓄 財形貯蓄覚書（現行） 総務部人事労務課長 2011/04/01 無期限 - 紙 職員課事務室 総務部職員課長 移管

2011年度 福祉 栄典 平成23年度死亡叙位・叙勲申請書綴 総務部職員課長 2012/04/01 10年 2022/03/31 紙 総務課横倉庫 総務部職員課長 移管

2011年度 福祉 健康診断 平成23年度　健康診断入札関係 総務部職員課長 2012/04/01 10年 2022/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2011年度 福祉 公災・労災 平成23年度　公務災害関係 総務部職員課長 2012/04/01 10年 2022/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2011年度 福祉 公災・労災 平成23年度　労災保険関係 総務部職員課長 2012/04/01 10年 2022/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2011年度 福祉 財産形成貯蓄 財形残高報告書 総務部職員課長 2012/04/01 10年 2022/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2011年度 福祉 財産形成貯蓄 平成23年度財形貯蓄控除明細　その1 総務部職員課長 2012/04/01 10年 2022/03/31 紙 総務課横倉庫 総務部職員課長 廃棄

2011年度 福祉 財産形成貯蓄 平成23年度財形貯蓄控除明細　その2 総務部職員課長 2012/04/01 10年 2022/03/31 紙 総務課横倉庫 総務部職員課長 廃棄

2011年度 福祉 年金 平成23年度　退職共済年金決定請求書（退職者） 総務部職員課長 2012/04/01 10年 2022/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2011年度 福祉 年金 平成23年度　退職届等 総務部職員課長 2012/04/01 10年 2022/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2011年度 福祉 年金 平成23年度退職共済年金改定請求書（退職者） 総務部職員課長 2012/04/01 10年 2022/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2011年度 福祉 年金 平成23年度退職共済年金決定請求書（在職者） 総務部職員課長 2012/04/01 10年 2022/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2011年度 福祉 表彰 平成23年度永年勤続者表彰綴 総務部職員課長 2012/04/01 10年 2022/03/31 紙 総務課横倉庫 総務部職員課長 移管

2011年度 福祉 その他 個人型確定拠出年金事業所登録について 総務部職員課長 2012/04/01 30年 2042/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2011年度 福祉 栄典 平成21-23年度　紺綬褒章具申書類綴 総務部職員課長 2012/04/01 30年 2042/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 移管

2011年度 福祉 栄典 平成23年秋　生存者叙勲申請書綴 総務部職員課長 2012/04/01 30年 2042/03/31 紙 総務課横倉庫 総務部職員課長 移管

2011年度 福祉 栄典 平成23年春　生存者叙勲申請書綴 総務部職員課長 2012/04/01 30年 2042/03/31 紙 総務課横倉庫 総務部職員課長 移管

2011年度 福祉 栄典 平成23年度　褒章具申書類綴 総務部職員課長 2012/04/01 30年 2042/03/31 紙 総務課横倉庫 総務部職員課長 移管

2011年度 福祉 栄典 平成23年度各種表彰関係綴（1/2） 総務部職員課長 2012/04/01 30年 2042/03/31 紙 車庫倉庫 総務部職員課長 移管

2011年度 福祉 栄典 平成23年度各種表彰関係綴（2/2） 総務部職員課長 2012/04/01 30年 2042/03/31 紙 車庫倉庫 総務部職員課長 移管

2012年度 福祉 栄典 平成24年度死亡叙位・叙勲申請書綴 総務部職員課長 2013/04/01 10年 2023/03/31 紙 総務課横倉庫 総務部職員課長 移管

2012年度 福祉 健康診断 平成２４年度健康診断入札関係 総務部職員課福祉掛 2013/04/01 １０年 2023/03/31 紙 総務課横倉庫 総務部職員課長 廃棄

2012年度 福祉 公災・労災 平成24年度　公務災害関係 総務部職員課福祉掛 2013/04/01 １０年 2023/03/31 紙 総務課横倉庫 総務部職員課長 廃棄

2012年度 福祉 公災・労災 平成24年度　労災保険関係 総務部職員課福祉掛 2013/04/01 １０年 2023/03/31 紙 総務課横倉庫 総務部職員課長 廃棄

2012年度 福祉 財産形成貯蓄 平成24年度財形貯蓄控除明細　その1 総務部職員課福祉掛 2013/04/01 １０年 2023/03/31 紙 総務課横倉庫 総務部職員課長 廃棄

2012年度 福祉 社保 平成２４年度　遺族・障害年金請求書　外国人脱退一時金請求書 総務部職員課福祉掛 2013/04/01 １０年 2023/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2012年度 福祉 年金 退職届等 総務部職員課福祉掛 2013/04/01 １０年 2023/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄



作成・取得年度 大分類 中分類
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（小分類）

作成・取得者 起算日 保存期間 保存期間満了日
媒体の種

別 保存場所 管理者
保存期間満了時の措
置 備考

2012年度 福祉 年金 平成24年度　退職共済年金改定請求書退職者② 総務部職員課福祉掛 2013/04/01 １０年 2023/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2012年度 福祉 年金 平成24年度　退職共済年金決定請求書（退職者分）② 総務部職員課福祉掛 2013/04/01 １０年 2023/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2012年度 福祉 年金 平成24年度　退職共済年金決定請求書在職者 総務部職員課福祉掛 2013/04/01 １０年 2023/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2012年度 福祉 年金 平成24年度　年金分割関係 総務部職員課福祉掛 2013/04/01 １０年 2023/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2012年度 福祉 表彰 平成24年度永年勤続者表彰綴 総務部職員課長 2013/04/01 10年 2023/03/31 紙 総務課横倉庫 総務部職員課長 移管

2012年度 福祉 栄典 平成24年秋　生存者叙勲申請書綴 総務部職員課長 2013/04/01 30年 2043/03/31 紙 総務課横倉庫 総務部職員課長 移管

2012年度 福祉 栄典 平成24年春　生存者叙勲申請書綴（1/2） 総務部職員課長 2013/04/01 30年 2043/03/31 紙 総務課横倉庫 総務部職員課長 移管

2012年度 福祉 栄典 平成24年春　生存者叙勲申請書綴（2/2） 総務部職員課長 2013/04/01 30年 2043/03/31 紙 総務課横倉庫 総務部職員課長 移管

2012年度 福祉 栄典 平成24年度　紺綬褒章具申書類綴 総務部職員課長 2013/04/01 30年 2043/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 移管

2012年度 福祉 栄典 平成24年度　褒章具申書類綴 総務部職員課長 2013/04/01 30年 2043/03/31 紙 総務課横倉庫 総務部職員課長 移管

2012年度 福祉 栄典 平成24年度各種表彰関係綴（1/2） 総務部職員課長 2013/04/01 30年 2043/03/31 紙 総務課横倉庫 総務部職員課長 移管

2012年度 福祉 栄典 平成24年度各種表彰関係綴（2/2） 総務部職員課長 2013/04/01 30年 2043/03/31 紙 総務課横倉庫 総務部職員課長 移管

2013年度 福祉 財産形成貯蓄 財形残高報告書　1 総務部職員課福祉掛 2013/04/01 １０年 2023/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2013年度 福祉 財産形成貯蓄 財形残高報告書　2 総務部職員課福祉掛 2013/04/01 １０年 2023/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2013年度 福祉 財産形成貯蓄 財形残高報告書　3 総務部職員課福祉掛 2013/04/01 １０年 2023/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2012年度 福祉 財産形成貯蓄 平成24年度財形貯蓄控除明細 総務部職員課福祉掛 2013/04/01 １０年 2023/03/31 紙 総務課横倉庫 総務部職員課長 廃棄

2013年度 福祉 栄典 平成25年度死亡叙位・叙勲申請書綴 総務部職員課長 2014/04/01 10年 2024/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 移管

2013年度 福祉 健康診断 平成２５年度健康診断等　入札関係 総務部職員課福祉掛 2014/04/01 １０年 2024/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2013年度 福祉 公災・労災 平成２５年度　公務災害関係 総務部職員課福祉掛 2014/04/01 １０年 2024/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2013年度 福祉 公災・労災 平成２５年度　労災保険関係 総務部職員課福祉掛 2014/04/01 １０年 2024/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2013年度 福祉 財産形成貯蓄 財形残高報告書　1 総務部職員課福祉掛 2014/04/01 １０年 2024/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2013年度 福祉 財産形成貯蓄 財形残高報告書　2 総務部職員課福祉掛 2014/04/01 １０年 2024/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2013年度 福祉 財産形成貯蓄 財形残高報告書　3 総務部職員課福祉掛 2014/04/01 １０年 2024/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2013年度 福祉 財産形成貯蓄 平成２５年度財形貯蓄控除明細 総務部職員課福祉掛 2014/04/01 １０年 2024/03/31 紙 総務課横倉庫 総務部職員課長 廃棄

2013年度 福祉 財産形成貯蓄 平成２５年度財形貯蓄控除明細　その1 総務部職員課福祉掛 2014/04/01 １０年 2024/03/31 紙 総務課横倉庫 総務部職員課長 廃棄

2013年度 福祉 社保 平成２５年度　遺族・障害年金請求書　外国人脱退一時金請求書 総務部職員課福祉掛 2014/04/01 １０年 2024/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2013年度 福祉 年金 平成２５年度　退職共済年金改定請求書 総務部職員課福祉掛 2014/04/01 １０年 2024/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2013年度 福祉 年金 平成２５年度　退職共済年金決定請求書① 総務部職員課福祉掛 2014/04/01 １０年 2024/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2013年度 福祉 年金 平成２５年度　退職共済年金決定請求書② 総務部職員課福祉掛 2014/04/01 １０年 2024/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2013年度 福祉 年金 平成２５年度　退職届等 総務部職員課福祉掛 2014/04/01 １０年 2024/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2013年度 福祉 年金 平成２５年度　年金分割関係 総務部職員課福祉掛 2014/04/01 １０年 2024/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2013年度 福祉 表彰 平成25年度永年勤続者表彰綴 総務部職員課長 2014/04/01 10年 2024/03/31 紙 総務課横倉庫 総務部職員課長 移管

2013年度 福祉 栄典 平成25年秋　生存者叙勲申請書綴（1/2） 総務部職員課長 2014/04/01 30年 2044/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 移管

2013年度 福祉 栄典 平成25年秋　生存者叙勲申請書綴（2/2） 総務部職員課長 2014/04/01 30年 2044/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 移管

2013年度 福祉 栄典 平成25年春　生存者叙勲申請書綴 総務部職員課長 2014/04/01 30年 2044/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 移管

2013年度 福祉 栄典 平成25年度　紺綬褒章具申書類綴 総務部職員課長 2014/04/01 30年 2044/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 移管

2013年度 福祉 栄典 平成25年度　褒章具申書類綴 総務部職員課長 2014/04/01 30年 2044/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 移管

2013年度 福祉 栄典 平成25年度各種表彰関係綴（1/3） 総務部職員課長 2014/04/01 30年 2044/03/31 紙 総務課横倉庫 総務部職員課長 移管

2013年度 福祉 栄典 平成25年度各種表彰関係綴（2/3） 総務部職員課長 2014/04/01 30年 2044/03/31 紙 総務課横倉庫 総務部職員課長 移管

2013年度 福祉 栄典 平成25年度各種表彰関係綴（3/3） 総務部職員課長 2014/04/01 30年 2044/03/31 紙 総務課横倉庫 総務部職員課長 移管

2013年度 福祉 福利厚生 徳川美術館との大学メンバーシップ契約の締結 総務部職員課福祉掛 2014/04/01 ３０年 2044/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 移管

2014年度 福祉 その他 平成２６年度メンタルヘルス委託事業 総務部職員課福祉掛 2015/04/01 ５年 2020/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄
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2014年度 福祉 その他 平成２６年度メンタルヘルス講習会 総務部職員課福祉掛 2015/04/01 ５年 2020/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2014年度 福祉 健康診断 平成２５年度人間ドック受診結果報告用紙 総務部職員課福祉掛 2015/04/01 ５年 2020/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2014年度 福祉 健康診断 平成２６年度　海外派遣労働者の健康診断 総務部職員課福祉掛 2015/04/01 ５年 2020/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2014年度 福祉 健康診断 平成２６年度　健康診断関係① 総務部職員課福祉掛 2015/04/01 ５年 2020/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2014年度 福祉 健康診断 平成２６年度　健康診断関係② 総務部職員課福祉掛 2015/04/01 ５年 2020/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2014年度 福祉 健康診断 平成２６年度　健康診断関係③ 総務部職員課福祉掛 2015/04/01 ５年 2020/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2014年度 福祉 健康診断 平成２６年度　健康診断関係④ 総務部職員課福祉掛 2015/04/01 ５年 2020/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2014年度 福祉 健康診断 平成２６年度　人間ドック① 総務部職員課福祉掛 2015/04/01 ５年 2020/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2014年度 福祉 健康診断 平成２６年度　人間ドック② 総務部職員課福祉掛 2015/04/01 ５年 2020/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2014年度 福祉 健康診断 平成２６年度　人間ドック③ 総務部職員課福祉掛 2015/04/01 ５年 2020/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2014年度 福祉 健康診断 平成２６年度　人間ドック④ 総務部職員課福祉掛 2015/04/01 ５年 2020/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2014年度 福祉 健康診断 平成２６年度　特定有害業務等従事状況届出票　① 総務部職員課福祉掛 2015/04/01 ５年 2020/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2014年度 福祉 健康診断 平成２６年度　特定有害業務等従事状況届出票　② 総務部職員課福祉掛 2015/04/01 ５年 2020/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2014年度 福祉 健康診断 平成２６年度受診結果報告用紙① 総務部職員課福祉掛 2015/04/01 ５年 2020/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2014年度 福祉 雇用保険 平成２６年度　雇用保険関係① 総務部職員課福祉掛 2015/04/01 ５年 2020/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2014年度 福祉 雇用保険 平成２６年度　雇用保険関係② 総務部職員課福祉掛 2015/04/01 ５年 2020/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2014年度 福祉 雇用保険 平成２６年度　雇用保険関係③ 総務部職員課福祉掛 2015/04/01 ５年 2020/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2014年度 福祉 雇用保険 平成２６年度　雇用保険関係④ 総務部職員課福祉掛 2015/04/01 ５年 2020/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2014年度 福祉 雇用保険 平成２６年度　雇用保険関係⑤ 総務部職員課福祉担当 2015/04/01 ５年 2020/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2014年度 福祉 雇用保険 平成２６年度　雇用保険資格喪失関係① 総務部職員課福祉掛 2015/04/01 ５年 2020/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2014年度 福祉 雇用保険 平成２６年度　雇用保険資格喪失関係②（年度末） 総務部職員課福祉掛 2015/04/01 ５年 2020/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2014年度 福祉 雇用保険 平成２６年度　雇用保険資格喪失関係③（年度末） 総務部職員課福祉担当 2015/04/01 ５年 2020/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2014年度 福祉 雇用保険 平成２６年度　再就職先等届 総務部職員課福祉掛 2015/04/01 ５年 2020/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2014年度 福祉 社保 平成２６年度　社会保険資格取得・喪失連絡票 総務部職員課福祉掛 2015/04/01 ５年 2020/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2014年度 福祉 社保 平成２６年度社会保険関係（決済）① 総務部職員課福祉掛 2015/04/01 ５年 2020/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2014年度 福祉 社保 平成２６年度社会保険関係（決済）② 総務部職員課福祉掛 2015/04/01 ５年 2020/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2014年度 福祉 社保 平成２６年度社会保険関係（通知書）① 総務部職員課福祉掛 2015/04/01 ５年 2020/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2014年度 福祉 社保 平成２６年度社会保険関係（通知書）② 総務部職員課福祉掛 2015/04/01 ５年 2020/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2014年度 福祉 社保 平成２６年度社会保険算定基礎届 総務部職員課福祉掛 2015/04/01 ５年 2020/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2014年度 福祉 社保 平成２６年度社会保険随時改定・賞与支払届 総務部職員課福祉掛 2015/04/01 ５年 2020/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2014年度 福祉 社保 平成２６年度社会保険被扶養者再確認関係 総務部職員課福祉掛 2015/04/01 ５年 2020/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2014年度 福祉 生涯設計 平成２６年度　退職者説明会 総務部職員課福祉掛 2015/04/01 ５年 2020/03/31 紙 ロッカー室 総務部職員課長 廃棄

2014年度 福祉 生涯設計 平成２６年度　退職準備セミナー 総務部職員課福祉掛 2015/04/01 ５年 2020/03/31 紙 ロッカー室 総務部職員課長 廃棄

2014年度 福祉 福利厚生 平成２６年度　シンポジオン食堂関係 総務部職員課福祉掛 2015/04/01 ５年 2020/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2014年度 福祉 福利厚生 平成２６年度　テニスコート関係 総務部職員課福祉掛 2015/04/01 ５年 2020/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2014年度 福祉 福利厚生 平成２６年度　職員厚生経費関係 総務部職員課福祉掛 2015/04/01 ５年 2020/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2014年度 福祉 福利厚生 平成２６年度　職員創作美術展 総務部職員課福祉掛 2015/04/01 ５年 2020/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2014年度 福祉 その他 平成２６年度　入札関係 総務部職員課福祉掛 2015/04/01 １０年 2025/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2014年度 福祉 栄典 平成26年度死亡叙位・叙勲申請書綴 総務部職員課長 2015/04/01 10年 2025/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 移管

2014年度 福祉 公災・労災 平成２６年度　公務災害関係 総務部職員課福祉掛 2015/04/01 １０年 2025/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2014年度 福祉 公災・労災 平成２６年度　労災保険関係 総務部職員課福祉掛 2015/04/01 １０年 2025/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2013年度 福祉 財産形成貯蓄 平成２５年度財形貯蓄控除明細 総務部職員課福祉掛 2015/04/01 １０年 2025/03/31 紙 総務課横倉庫 総務部職員課長 廃棄
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2014年度 福祉 財産形成貯蓄 平成２６年度　財形残高報告書　1 総務部職員課福祉掛 2015/04/01 １０年 2025/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2014年度 福祉 財産形成貯蓄 平成２６年度　財形残高報告書　2 総務部職員課福祉掛 2015/04/01 １０年 2025/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2014年度 福祉 財産形成貯蓄 平成２６年度　財形残高報告書　3 総務部職員課福祉掛 2015/04/01 １０年 2025/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2014年度 福祉 財産形成貯蓄 平成２６年度　財形貯蓄データ 総務部職員課福祉掛 2015/04/01 １０年 2025/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2014年度 福祉 財産形成貯蓄 平成２６年度　財形貯蓄控除明細 総務部職員課福祉掛 2015/04/01 １０年 2025/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2014年度 福祉 財産形成貯蓄 平成２６年度　財産形成貯蓄等実施状況調査 総務部職員課福祉掛 2015/04/01 １０年 2025/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2014年度 福祉 年金 平成２５年度　退職届等 総務部職員課福祉掛 2015/04/01 １０年 2025/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2014年度 福祉 年金 平成２６年度　遺族・障害年金請求書　外国人脱退一時金請求書 総務部職員課福祉掛 2015/04/01 １０年 2025/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2014年度 福祉 年金 平成２６年度　退職共済年金決定請求書① 総務部職員課福祉掛 2015/04/01 １０年 2025/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2014年度 福祉 年金 平成２６年度　退職共済年金決定請求書② 総務部職員課福祉掛 2015/04/01 １０年 2025/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2014年度 福祉 年金 平成２６年度　退職共済年金決定請求書③ 総務部職員課福祉掛 2015/04/01 １０年 2025/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2014年度 福祉 年金 平成２６年度　年金分割関係 総務部職員課福祉掛 2015/04/01 １０年 2025/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2014年度 福祉 表彰 平成26年度永年勤続者表彰綴 総務部職員課長 2015/04/01 10年 2025/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 移管

2014年度 福祉 栄典 平成26年秋　生存者叙勲申請書綴 総務部職員課長 2015/04/01 30年 2045/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 移管

2014年度 福祉 栄典 平成26年春　生存者叙勲申請書綴 総務部職員課長 2015/04/01 30年 2045/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 移管

2014年度 福祉 栄典 平成26年度　紺綬褒章具申書類綴 総務部職員課長 2015/04/01 30年 2045/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 移管

2014年度 福祉 栄典 平成26年度文部科学大臣表彰科学技術者賞 総務部職員課長 2015/04/01 30年 2045/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 移管

2014年度 福祉 栄典 平成26年度文部科学大臣表彰若手科学者賞 総務部職員課長 2015/04/01 30年 2045/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 移管

2014年度 福祉 栄典 平成26年度文部科学大臣表彰・その他 総務部職員課長 2015/04/01 30年 2045/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 移管

2014年度 福祉 栄典 平成26年 文化勲章・文化功労者 総務部職員課長 2015/04/01 30年 2045/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 移管

2015年度 福祉 その他 平成２７年度メンタルヘルス委託事業 総務部職員課福祉担当 2016/04/01 ５年 2021/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2015年度 福祉 その他 平成２７年度メンタルヘルス講習会 総務部職員課福祉担当 2016/04/01 ５年 2021/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2015年度 福祉 健康診断 平成２７年度　海外派遣労働者の健康診断 総務部職員課福祉担当 2016/04/01 ５年 2021/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2015年度 福祉 健康診断 平成２７年度　健康診断関係① 総務部職員課福祉担当 2016/04/01 ５年 2021/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2015年度 福祉 健康診断 平成２７年度　健康診断関係② 総務部職員課福祉担当 2016/04/01 ５年 2021/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2015年度 福祉 健康診断 平成２７年度　健康診断関係③ 総務部職員課福祉担当 2016/04/01 ５年 2021/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2015年度 福祉 健康診断 平成２７年度　健康診断関係④ 総務部職員課福祉担当 2016/04/01 ５年 2021/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2015年度 福祉 健康診断 平成２７年度　人間ドック① 総務部職員課福祉担当 2016/04/01 ５年 2021/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2015年度 福祉 健康診断 平成２７年度　人間ドック② 総務部職員課福祉担当 2016/04/01 ５年 2021/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2015年度 福祉 健康診断 平成２７年度　人間ドック③ 総務部職員課福祉担当 2016/04/01 ５年 2021/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2015年度 福祉 健康診断 平成２７年度　人間ドック④ 総務部職員課福祉担当 2016/04/01 ５年 2021/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2015年度 福祉 健康診断 平成２７年度　特定有害業務等従事状況届出票　① 総務部職員課福祉担当 2016/04/01 ５年 2021/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2015年度 福祉 健康診断 平成２７年度　特定有害業務等従事状況届出票　② 総務部職員課福祉担当 2016/04/01 ５年 2021/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2015年度 福祉 健康診断 平成２７年度受診結果報告用紙① 総務部職員課福祉担当 2016/04/01 ５年 2021/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2015年度 福祉 健康診断 平成２７年度受診結果報告用紙② 総務部職員課福祉担当 2016/04/01 ５年 2021/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2015年度 福祉 雇用保険 平成２７年度　雇用保険関係① 総務部職員課福祉担当 2016/04/01 ５年 2021/03/31 紙 ロッカー室 総務部職員課長 廃棄

2015年度 福祉 雇用保険 平成２７年度　雇用保険関係② 総務部職員課福祉担当 2016/04/01 ５年 2021/03/31 紙 ロッカー室 総務部職員課長 廃棄

2015年度 福祉 雇用保険 平成２７年度　雇用保険関係③ 総務部職員課福祉担当 2016/04/01 ５年 2021/03/31 紙 ロッカー室 総務部職員課長 廃棄

2015年度 福祉 雇用保険 平成２７年度　雇用保険関係④ 総務部職員課福祉担当 2016/04/01 ５年 2021/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2015年度 福祉 雇用保険 平成２７年度　雇用保険関係⑤ 総務部職員課福祉担当 2016/04/01 ５年 2021/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2015年度 福祉 雇用保険 平成２７年度　雇用保険資格喪失関係① 総務部職員課福祉担当 2016/04/01 ５年 2021/03/31 紙 ロッカー室 総務部職員課長 廃棄

2015年度 福祉 雇用保険 平成２７年度　雇用保険資格喪失関係②（年度末） 総務部職員課福祉担当 2016/04/01 ５年 2021/03/31 紙 ロッカー室 総務部職員課長 廃棄
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2015年度 福祉 雇用保険 平成２７年度　雇用保険資格喪失関係③（年度末） 総務部職員課福祉担当 2016/04/01 ５年 2021/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2015年度 福祉 雇用保険 平成２７年度　再就職先等届 総務部職員課福祉担当 2016/04/01 ５年 2021/03/31 紙 ロッカー室 総務部職員課長 廃棄

2015年度 福祉 社保 平成２７年度　社会保険資格取得・喪失連絡票 総務部職員課福祉担当 2016/04/01 ５年 2021/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2015年度 福祉 社保 平成２７年度社会保険関係（決済）① 総務部職員課福祉担当 2016/04/01 ５年 2021/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2015年度 福祉 社保 平成２７年度社会保険関係（決済）② 総務部職員課福祉担当 2016/04/01 ５年 2021/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2015年度 福祉 社保 平成２７年度社会保険関係（通知書）① 総務部職員課福祉担当 2016/04/01 ５年 2021/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2015年度 福祉 社保 平成２７年度社会保険関係（通知書）② 総務部職員課福祉担当 2016/04/01 ５年 2021/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2015年度 福祉 社保 平成２７年度社会保険算定基礎届 総務部職員課福祉担当 2016/04/01 ５年 2021/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2015年度 福祉 社保 平成２７年度社会保険被扶養者再確認関係 総務部職員課福祉担当 2016/04/01 ５年 2021/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2015年度 福祉 生涯設計 平成２７年度　退職者説明会 総務部職員課福祉担当 2016/04/01 ５年 2021/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2015年度 福祉 生涯設計 平成２７年度　退職準備セミナー 総務部職員課福祉担当 2016/04/01 ５年 2021/03/31 紙 ロッカー室 総務部職員課長 廃棄

2015年度 福祉 福利厚生 平成２７年度　シンポジオン食堂関係 総務部職員課福祉担当 2016/04/01 ５年 2021/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2015年度 福祉 福利厚生 平成２７年度　テニスコート関係 総務部職員課福祉担当 2016/04/01 ５年 2021/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2015年度 福祉 福利厚生 平成２７年度　職員厚生経費関係 総務部職員課福祉担当 2016/04/01 ５年 2021/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2015年度 福祉 福利厚生 平成２７年度　職員創作美術展 総務部職員課福祉担当 2016/04/01 ５年 2021/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2015年度 福祉 その他 平成２７年度　入札関係 総務部職員課福祉担当 2016/04/01 １０年 2026/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2015年度 福祉 栄典 平成27年度死亡叙位・叙勲申請書綴 総務部職員課長 2016/04/01 10年 2026/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 移管

2015年度 福祉 公災・労災 平成２７年度　公務災害関係 総務部職員課福祉担当 2016/04/01 １０年 2026/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2015年度 福祉 公災・労災 平成２７年度　労災保険関係 総務部職員課福祉担当 2016/04/01 １０年 2026/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2015年度 福祉 財産形成貯蓄 平成２７年度　財形残高報告書　1 総務部職員課福祉担当 2016/04/01 １０年 2026/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2015年度 福祉 財産形成貯蓄 平成２７年度　財形残高報告書　2 総務部職員課福祉担当 2016/04/01 １０年 2026/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2015年度 福祉 財産形成貯蓄 平成２７年度　財形残高報告書　3 総務部職員課福祉担当 2016/04/01 １０年 2026/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2015年度 福祉 財産形成貯蓄 平成２７年度　財形貯蓄データ 総務部職員課福祉担当 2016/04/01 １０年 2026/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2015年度 福祉 財産形成貯蓄 平成２７年度　財形貯蓄控除明細 総務部職員課福祉担当 2016/04/01 １０年 2026/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2015年度 福祉 財産形成貯蓄 平成２７年度　財産形成貯蓄等実施状況調査 総務部職員課福祉担当 2016/04/01 １０年 2026/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2015年度 福祉 年金 平成２７年度　遺族・障害年金請求書　外国人脱退一時金請求書 総務部職員課福祉担当 2016/04/01 １０年 2026/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2015年度 福祉 年金 平成２７年度　退職共済年金決定請求書① 総務部職員課福祉担当 2016/04/01 １０年 2026/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2015年度 福祉 年金 平成２７年度　退職共済年金決定請求書② 総務部職員課福祉担当 2016/04/01 １０年 2026/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2015年度 福祉 年金 平成２７年度　退職共済年金決定請求書③ 総務部職員課福祉担当 2016/04/01 １０年 2026/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2015年度 福祉 年金 平成２７年度　年金分割関係 総務部職員課福祉担当 2016/04/01 １０年 2026/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2015年度 福祉 表彰 平成2７年度永年勤続者表彰綴 総務部職員課長 2016/04/01 10年 2026/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 移管

2015年度 福祉 栄典 平成27年秋　生存者叙勲申請書綴 総務部職員課長 2016/04/01 30年 2046/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 移管

2015年度 福祉 栄典 平成27年春　生存者叙勲申請書綴 総務部職員課長 2016/04/01 30年 2046/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 移管

2015年度 福祉 栄典 平成27年度　紺綬褒章具申書類綴 総務部職員課長 2016/04/01 30年 2046/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 移管

2015年度 福祉 栄典 平成27年度　褒章具申書類綴 総務部職員課長 2016/04/01 30年 2046/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 移管

2015年度 福祉 栄典 平成27年度文部科学大臣表彰科学技術者賞 総務部職員課長 2016/04/01 30年 2046/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 移管

2015年度 福祉 栄典 平成27年度文部科学大臣表彰若手科学者賞 総務部職員課長 2016/04/01 30年 2046/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 移管

2015年度 福祉 栄典 平成27年度文部科学大臣表彰・その他 総務部職員課長 2016/04/01 30年 2046/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 移管

2016年度 福祉 その他 平成２８年度メンタルヘルス講習会 総務部職員課福祉担当 2017/04/01 ５年 2022/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2016年度 福祉 健康診断 平成２８年度　海外派遣労働者の健康診断 総務部職員課福祉担当 2017/04/01 ５年 2022/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2016年度 福祉 健康診断 平成２８年度　健康診断関係① 総務部職員課福祉担当 2017/04/01 ５年 2022/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2016年度 福祉 健康診断 平成２８年度　健康診断関係② 総務部職員課福祉担当 2017/04/01 ５年 2022/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄



作成・取得年度 大分類 中分類
ファイル名
（小分類）

作成・取得者 起算日 保存期間 保存期間満了日
媒体の種

別 保存場所 管理者
保存期間満了時の措
置 備考

2016年度 福祉 健康診断 平成２８年度　健康診断関係③ 総務部職員課福祉担当 2017/04/01 ５年 2022/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2016年度 福祉 健康診断 平成２８年度　健康診断関係④ 総務部職員課福祉担当 2017/04/01 ５年 2022/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2016年度 福祉 健康診断 平成２８年度　健康診断関係⑤　１回目 総務部職員課福祉担当 2017/04/01 ５年 2022/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2016年度 福祉 健康診断 平成２８年度　健康診断関係⑤　２回目 総務部職員課福祉担当 2017/04/01 ５年 2022/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2016年度 福祉 健康診断 平成２８年度　人間ドック① 総務部職員課福祉担当 2017/04/01 ５年 2022/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2016年度 福祉 健康診断 平成２８年度　人間ドック② 総務部職員課福祉担当 2017/04/01 ５年 2022/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2016年度 福祉 健康診断 平成２８年度　人間ドック③ 総務部職員課福祉担当 2017/04/01 ５年 2022/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2016年度 福祉 健康診断 平成２８年度　人間ドック④ 総務部職員課福祉担当 2017/04/01 ５年 2022/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2016年度 福祉 健康診断 平成２８年度　特定有害業務等従事状況届出票　① 総務部職員課福祉担当 2017/04/01 ５年 2022/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2016年度 福祉 健康診断 平成２８年度　特定有害業務等従事状況届出票　② 総務部職員課福祉担当 2017/04/01 ５年 2022/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2016年度 福祉 健康診断 平成２８年度受診結果報告用紙① 総務部職員課福祉担当 2017/04/01 ５年 2022/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2016年度 福祉 健康診断 平成２８年度受診結果報告用紙② 総務部職員課福祉担当 2017/04/01 ５年 2022/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2016年度 福祉 雇用保険 平成２８年度　雇用保険関係① 総務部職員課福祉担当 2017/04/01 ５年 2022/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2016年度 福祉 雇用保険 平成２８年度　雇用保険関係② 総務部職員課福祉担当 2017/04/01 ５年 2022/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2016年度 福祉 雇用保険 平成２８年度　雇用保険関係③ 総務部職員課福祉担当 2017/04/01 ５年 2022/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2016年度 福祉 雇用保険 平成２８年度　雇用保険関係④ 総務部職員課福祉担当 2017/04/01 ５年 2022/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2016年度 福祉 雇用保険 平成２８年度　雇用保険関係⑤ 総務部職員課福祉担当 2017/04/01 ５年 2022/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2016年度 福祉 雇用保険 平成２８年度　雇用保険関係⑥　平成29年3月資格喪失届 総務部職員課福祉担当 2017/04/01 ５年 2022/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2016年度 福祉 雇用保険 平成２８年度　雇用保険 年度途中離職者個人フォルダー（あ～さ行） 総務部職員課福祉担当 2017/04/01 ５年 2022/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2016年度 福祉 雇用保険 平成２８年度　雇用保険 年度途中離職者個人フォルダー（た行～及び遡及手続き者） 総務部職員課福祉担当 2017/04/01 ５年 2022/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2016年度 福祉 雇用保険 平成２８年度　雇用保険 3月離職者個人フォルダー（離職票あり） 総務部職員課福祉担当 2017/04/01 ５年 2022/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2016年度 福祉 雇用保険 平成２８年度　雇用保険 3月離職者個人フォルダー（離職票なし） 総務部職員課福祉担当 2017/04/01 ５年 2022/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2016年度 福祉 社保 平成２８年度　社会保険資格取得・喪失連絡票 総務部職員課福祉担当 2017/04/01 ５年 2022/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2016年度 福祉 社保 平成２８年度社会保険関係（決済）① 総務部職員課福祉担当 2017/04/01 ５年 2022/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2016年度 福祉 社保 平成２８年度社会保険関係（決済）② 総務部職員課福祉担当 2017/04/01 ５年 2022/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2016年度 福祉 社保 平成２８年度社会保険関係（通知書）① 総務部職員課福祉担当 2017/04/01 ５年 2022/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2016年度 福祉 社保 平成２８年度社会保険関係（通知書）② 総務部職員課福祉担当 2017/04/01 ５年 2022/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2016年度 福祉 社保 平成２８年度社会保険算定基礎届 総務部職員課福祉担当 2017/04/01 ５年 2022/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2016年度 福祉 社保 平成２８年度社会保険被扶養者再確認関係 総務部職員課福祉担当 2017/04/01 ５年 2022/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2016年度 福祉 生涯設計 平成２８年度　退職者説明会 総務部職員課福祉担当 2017/04/01 ５年 2022/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2016年度 福祉 生涯設計 平成２８年度　退職準備セミナー 総務部職員課福祉担当 2017/04/01 ５年 2022/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2016年度 福祉 福利厚生 平成２８年度　シンポジオン食堂関係 総務部職員課福祉担当 2017/04/01 ５年 2022/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2016年度 福祉 福利厚生 平成２８年度　テニスコート関係 総務部職員課福祉担当 2017/04/01 ５年 2022/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2016年度 福祉 福利厚生 平成２８年度　職員厚生経費関係 総務部職員課福祉担当 2017/04/01 ５年 2022/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2016年度 福祉 福利厚生 平成２８年度　職員創作美術展 総務部職員課福祉担当 2017/04/01 ５年 2022/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2016年度 福祉 健康診断 平成２８年度　ストレスチェック制度 総務部職員課福祉担当 2017/04/01 10年 2027/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2016年度 福祉 その他 平成２８年度　シックハウス対応 総務部職員課福祉担当 2017/04/01 10年 2027/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2016年度 福祉 その他 平成２８年度　パートタイム勤務職員募集関連 総務部職員課福祉担当 2017/04/01 10年 2027/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2016年度 福祉 年金
平成２８年度　退職共済年金決定請求書　①
（老齢厚生年金請求書）

総務部職員課福祉担当 2017/04/01 10年 2027/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2016年度 福祉 栄典 平成28年度死亡叙位・叙勲申請書綴 総務部職員課長 2017/04/01 10年 2027/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 移管

2016年度 福祉 公災・労災 平成２８年度　公務災害関係 総務部職員課福祉担当 2017/04/01 １０年 2027/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2016年度 福祉 公災・労災 平成２８年度　労災保険関係 総務部職員課福祉担当 2017/04/01 １０年 2027/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄
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2016年度 福祉 財産形成貯蓄 平成２８年度　財形貯蓄データ 総務部職員課福祉担当 2017/04/01 １０年 2027/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2016年度 福祉 財産形成貯蓄 平成２８年度　財形貯蓄控除明細 総務部職員課福祉担当 2017/04/01 １０年 2027/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2016年度 福祉 財産形成貯蓄 平成２８年度　財産形成貯蓄等実施状況調査 総務部職員課福祉担当 2017/04/01 １０年 2027/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2016年度 福祉 年金 平成２８年度　遺族・障害年金請求書　外国人脱退一時金請求書 総務部職員課福祉担当 2017/04/01 １０年 2027/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2016年度 福祉 表彰 平成28年度永年勤続者表彰綴 総務部職員課長 2017/04/01 10年 2027/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 移管

2016年度 福祉 栄典 平成28年秋　生存者叙勲申請書綴 総務部職員課長 2017/04/01 30年 2047/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 移管

2016年度 福祉 栄典 平成28年春　生存者叙勲申請書綴 総務部職員課長 2017/04/01 30年 2047/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 移管

2016年度 福祉 栄典 平成28年度　紺綬褒章具申書類綴 総務部職員課長 2017/04/01 30年 2047/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 移管

2016年度 福祉 栄典 平成28年度　褒章具申書類綴 総務部職員課長 2017/04/01 30年 2047/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 移管

2016年度 福祉 栄典 平成28年度文部科学大臣表彰（1/5）・医学教育等功労者 総務部職員課長 2017/04/01 30年 2047/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 移管

2016年度 福祉 栄典 平成28年度文部科学大臣表彰（2/5） 総務部職員課長 2017/04/01 30年 2047/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 移管

2016年度 福祉 栄典 平成28年度文部科学大臣表彰（3/5） 総務部職員課長 2017/04/01 30年 2047/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 移管

2016年度 福祉 栄典 平成28年度文部科学大臣表彰（4/5） 総務部職員課長 2017/04/01 30年 2047/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 移管

2016年度 福祉 栄典 平成28年度文部科学大臣表彰（5/5） 総務部職員課長 2017/04/01 30年 2047/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 移管

2017年度 福祉 その他 平成２９年度メンタルヘルス講習会 総務部職員課福祉担当 2018/04/01 ５年 2023/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2017年度 福祉 健康診断 平成２９年度　海外派遣労働者の健康診断　非常勤職員　雇入健康診断 総務部職員課福祉担当 2018/04/01 ５年 2023/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2017年度 福祉 健康診断 平成２９年度　健康診断関係①（一般） 総務部職員課福祉担当 2018/04/01 ５年 2023/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2017年度 福祉 健康診断 平成２９年度　健康診断関係②（放射線） 総務部職員課福祉担当 2018/04/01 ５年 2023/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2017年度 福祉 健康診断 平成２９年度　健康診断関係③（子宮頸がん・胃の検査） 総務部職員課福祉担当 2018/04/01 ５年 2023/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2017年度 福祉 健康診断 平成２９年度　健康診断関係④（特殊健康診断） 総務部職員課福祉担当 2018/04/01 ５年 2023/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2017年度 福祉 健康診断 平成２９年度　人間ドック① 総務部職員課福祉担当 2018/04/01 ５年 2023/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2017年度 福祉 健康診断 平成２９年度　人間ドック② 総務部職員課福祉担当 2018/04/01 ５年 2023/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2017年度 福祉 健康診断 平成２９年度　人間ドック③ 総務部職員課福祉担当 2018/04/01 ５年 2023/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2017年度 福祉 健康診断 平成２９年度　人間ドック④ 総務部職員課福祉担当 2018/04/01 ５年 2023/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2017年度 福祉 健康診断 平成２９年度　特定有害業務等従事状況届出票　①（常勤・派遣） 総務部職員課福祉担当 2018/04/01 ５年 2023/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2017年度 福祉 健康診断 平成２９年度　特定有害業務等従事状況届出票　②（非常勤） 総務部職員課福祉担当 2018/04/01 ５年 2023/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2017年度 福祉 健康診断 平成２９年度受診結果報告用紙① 総務部職員課福祉担当 2018/04/01 ５年 2023/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2017年度 福祉 健康診断 平成２９年度受診結果報告用紙② 総務部職員課福祉担当 2018/04/01 ５年 2023/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2017年度 福祉 雇用保険 平成２９年度　雇用保険関係① 総務部職員課福祉担当 2018/04/01 ５年 2023/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2017年度 福祉 雇用保険 平成２９年度　雇用保険関係② 総務部職員課福祉担当 2018/04/01 ５年 2023/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2017年度 福祉 雇用保険 平成２９年度　雇用保険関係③ 総務部職員課福祉担当 2018/04/01 ５年 2023/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2017年度 福祉 雇用保険 平成２９年度　雇用保険関係④ 総務部職員課福祉担当 2018/04/01 ５年 2023/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2017年度 福祉 雇用保険 平成２９年度　雇用保険資格喪失関係① 総務部職員課福祉担当 2018/04/01 ５年 2023/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2017年度 福祉 雇用保険 平成２９年度　雇用保険資格喪失関係（年度末）離職票あり 総務部職員課福祉担当 2018/04/01 ５年 2023/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2017年度 福祉 雇用保険 平成２９年度　雇用保険資格喪失関係（年度末）離職票なし 総務部職員課福祉担当 2018/04/01 ５年 2023/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2017年度 福祉 雇用保険 平成２９年度　再就職先等届 総務部職員課福祉担当 2018/04/01 ５年 2023/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2017年度 福祉 社保 平成２９年度　社会保険資格取得・喪失連絡票 総務部職員課福祉担当 2018/04/01 ５年 2023/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2017年度 福祉 社保 平成２９年度社会保険関係（決済）① 総務部職員課福祉担当 2018/04/01 ５年 2023/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2017年度 福祉 社保 平成２９年度社会保険関係（決済）② 総務部職員課福祉担当 2018/04/01 ５年 2023/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2017年度 福祉 社保 平成２９年度社会保険関係（通知書）① 総務部職員課福祉担当 2018/04/01 ５年 2023/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2017年度 福祉 社保 平成２９年度社会保険関係（通知書）② 総務部職員課福祉担当 2018/04/01 ５年 2023/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2017年度 福祉 社保 平成２９年度社会保険算定基礎届 総務部職員課福祉担当 2018/04/01 ５年 2023/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄
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2017年度 福祉 社保 平成２９年度社会保険被扶養者再確認関係 総務部職員課福祉担当 2018/04/01 ５年 2023/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2017年度 福祉 生涯設計 平成２９年度　退職者説明会 総務部職員課福祉担当 2018/04/01 ５年 2023/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2017年度 福祉 生涯設計 平成２９年度　退職準備セミナー 総務部職員課福祉担当 2018/04/01 ５年 2023/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2017年度 福祉 福利厚生 平成２９年度　シンポジオン食堂関係 総務部職員課福祉担当 2018/04/01 ５年 2023/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2017年度 福祉 福利厚生 平成２９年度　テニスコート関係 総務部職員課福祉担当 2018/04/01 ５年 2023/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2017年度 福祉 福利厚生 平成２９年度　職員厚生経費関係 総務部職員課福祉担当 2018/04/01 ５年 2023/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2017年度 福祉 福利厚生 平成２９年度　職員創作美術展 総務部職員課福祉担当 2018/04/01 ５年 2023/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2017年度 福祉 健康診断 平成２９年度　ストレスチェック実施関連 総務部職員課福祉担当 2018/04/01 １０年 2028/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2017年度 福祉 その他 平成２９年度　シックハウス症状による労働災害打合せ 総務部職員課福祉担当 2018/04/01 １０年 2028/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2017年度 福祉 公災・労災 平成２９年度　公務災害関係 総務部職員課福祉担当 2018/04/01 １０年 2028/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2017年度 福祉 公災・労災 平成２９年度　労災保険関係 総務部職員課福祉担当 2018/04/01 １０年 2028/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2017年度 福祉 財産形成貯蓄 平成２９年度　財形貯蓄データ 総務部職員課福祉担当 2018/04/01 １０年 2028/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2017年度 福祉 財産形成貯蓄 平成２９年度　財形貯蓄控除明細 総務部職員課福祉担当 2018/04/01 １０年 2028/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2017年度 福祉 財産形成貯蓄 平成２９年度　財産形成貯蓄等実施状況調査 総務部職員課福祉担当 2018/04/01 １０年 2028/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2017年度 福祉 健康診断 平成２９年度　指導区分の決定通知書（事後措置） 総務部職員課福祉担当 2018/04/01 ５年 2023/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2017年度 福祉 公災・労災 平成２９年度　労災保険特別加入 総務部職員課福祉担当 2018/04/01 １０年 2025/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2017年度 福祉 健康診断 平成２９年度　健康診断業務関連入札関連（H30-H31年度実施分） 総務部職員課福祉担当 2018/04/01 ５年 2023/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2017年度 福祉 名誉教授 平成29年度名誉教授称号授与（平成29年4月授与） 総務部職員課長 2018/04/01 無期限 ------ 紙 職員課事務室 総務部職員課長 対象者全員死亡後移管

2017年度 福祉 名誉教授 平成29年度名誉教授称号授与式 総務部職員課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2017年度 福祉 栄典 平成29年秋生存者叙勲申請 総務部職員課長 2018/04/01 30年 2048/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 移管

2017年度 福祉 栄典 平成29年春生存者叙勲申請 総務部職員課長 2018/04/01 30年 2048/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 移管

2017年度 福祉 栄典 平成29年秋紫綬褒章具申 総務部職員課長 2018/04/01 30年 2048/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 移管

2017年度 福祉 栄典 平成29年度紺綬褒章具申 総務部職員課長 2018/04/01 30年 2048/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 移管

2017年度 福祉 栄典 平成29年度死亡叙位叙勲申請 総務部職員課長 2018/04/01 10年 2028/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 移管

2017年度 福祉 表彰 平成29年度永年勤続者表彰 総務部職員課長 2018/04/01 10年 2028/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 移管

2017年度 福祉 表彰 平成29年度文部科学大臣表彰科学技術賞・若手科学者賞／医学教育等功労者 総務部職員課長 2018/04/01 30年 2048/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 移管

2018年度 福祉 その他 平成３０年度メンタルヘルス講習会 総務部職員課福祉担当 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2018年度 福祉 健康診断 平成３０年度　海外派遣労働者の健康診断　非常勤職員　雇入健康診断 総務部職員課福祉担当 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2018年度 福祉 健康診断 平成３０年度　健康診断関係①（一般） 総務部職員課福祉担当 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2018年度 福祉 健康診断 平成３０年度　健康診断関係②（放射線） 総務部職員課福祉担当 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2018年度 福祉 健康診断 平成３０年度　健康診断関係③（子宮頸がん・胃の検査） 総務部職員課福祉担当 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2018年度 福祉 健康診断 平成３０年度　健康診断関係④（特殊健康診断） 総務部職員課福祉担当 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2018年度 福祉 健康診断 平成３０年度　人間ドック① 総務部職員課福祉担当 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2018年度 福祉 健康診断 平成３０年度　人間ドック② 総務部職員課福祉担当 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2018年度 福祉 健康診断 平成３０年度　人間ドック③ 総務部職員課福祉担当 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2018年度 福祉 健康診断 平成３０年度　人間ドック④ 総務部職員課福祉担当 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2018年度 福祉 健康診断 平成３０年度　特定有害業務等従事状況届出票　①（常勤・派遣） 総務部職員課福祉担当 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2018年度 福祉 健康診断 平成３０年度　特定有害業務等従事状況届出票　②（非常勤） 総務部職員課福祉担当 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2018年度 福祉 健康診断 平成３０年度受診結果報告用紙① 総務部職員課福祉担当 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2018年度 福祉 健康診断 平成３０年度受診結果報告用紙② 総務部職員課福祉担当 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2018年度 福祉 雇用保険 平成３０年度　雇用保険関係① 総務部職員課福祉担当 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2018年度 福祉 雇用保険 平成３０年度　雇用保険関係② 総務部職員課福祉担当 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄
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2018年度 福祉 雇用保険 平成３０年度　雇用保険関係③ 総務部職員課福祉担当 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2018年度 福祉 雇用保険 平成３０年度　雇用保険関係④ 総務部職員課福祉担当 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2018年度 福祉 雇用保険 平成３０年度　雇用保険資格喪失関係① 総務部職員課福祉担当 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2018年度 福祉 雇用保険 平成３０年度　雇用保険資格喪失関係（年度末）離職票あり 総務部職員課福祉担当 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2018年度 福祉 雇用保険 平成３０年度　雇用保険資格喪失関係（年度末）離職票なし 総務部職員課福祉担当 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2018年度 福祉 雇用保険 平成３０年度　再就職先等届 総務部職員課福祉担当 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2018年度 福祉 社保 平成３０年度　社会保険資格取得・喪失連絡票 総務部職員課福祉担当 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2018年度 福祉 社保 平成３０年度社会保険関係（決裁）① 総務部職員課福祉担当 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2018年度 福祉 社保 平成３０年度社会保険関係（決裁）② 総務部職員課福祉担当 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2018年度 福祉 社保 平成３０年度社会保険関係（通知書）① 総務部職員課福祉担当 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2018年度 福祉 社保 平成３０年度社会保険関係（通知書）② 総務部職員課福祉担当 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2018年度 福祉 社保 平成３０年度社会保険算定基礎届 総務部職員課福祉担当 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2018年度 福祉 社保 平成３０年度社会保険被扶養者再確認関係 総務部職員課福祉担当 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2018年度 福祉 その他 平成３０年度　学内周知関係 総務部職員課福祉担当 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2018年度 福祉 生涯設計 平成３０年度　退職準備セミナー 総務部職員課福祉担当 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2018年度 福祉 福利厚生 平成３０年度　シンポジオン食堂関係 総務部職員課福祉担当 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2018年度 福祉 福利厚生 平成３０年度　テニスコート関係 総務部職員課福祉担当 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2018年度 福祉 福利厚生 平成３０年度　職員厚生経費関係 総務部職員課福祉担当 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2018年度 福祉 福利厚生 平成３０年度　職員創作美術展 総務部職員課福祉担当 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2018年度 福祉 健康診断 平成３０年度　ストレスチェック実施関連 総務部職員課福祉担当 2019/04/01 10年 2029/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2018年度 福祉 その他 平成３０年度　シックハウス症状による労働災害打合せ 総務部職員課福祉担当 2019/04/01 10年 2029/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2018年度 福祉 公災・労災 平成３０年度　公務災害関係① 総務部職員課福祉担当 2019/04/01 10年 2029/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2018年度 福祉 公災・労災 平成３０年度　公務災害関係② 総務部職員課福祉担当 2019/04/01 治癒後10年 - 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2018年度 福祉 公災・労災 平成３０年度　労災保険関係 総務部職員課福祉担当 2019/04/01 10年 2029/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2018年度 福祉 財産形成貯蓄 平成３０年度　財形貯蓄データ 総務部職員課福祉担当 2019/04/01 10年 2029/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2018年度 福祉 財産形成貯蓄 平成３０年度　財形貯蓄控除明細 総務部職員課福祉担当 2019/04/01 10年 2029/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2018年度 福祉 財産形成貯蓄 平成３０年度　財産形成貯蓄等実施状況調査 総務部職員課福祉担当 2019/04/01 10年 2029/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2018年度 福祉 健康診断 平成３０年度　指導区分の決定通知書（事後措置） 総務部職員課福祉担当 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2018年度 福祉 公災・労災 平成３０年度　労災保険特別加入 総務部職員課福祉担当 2019/04/01 10年 2029/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2010年度 労務・研修 ハラスメント 平成22年度ハラスメント関係苦情申立 総務部人事労務課長 2011/04/01 10年 2021/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2010年度 労務・研修 ハラスメント 平成22年度ハラスメント防止対策委員会 総務部人事労務課長 2011/04/01 10年 2021/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 移管

2010年度 労務・研修 苦情処理 平成22年度苦情処理 総務部人事労務課長 2011/04/01 10年 2021/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2010年度 労務・研修 労務 職員組合団体交渉 平成22年度 総務部人事労務課長 2011/04/01 10年 2021/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 移管

2010年度 労務・研修 労務 平成22年度過半数代表者等委員会 総務部人事労務課長 2011/04/01 10年 2021/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 移管

2010年度 労務・研修 労務 平成22年度適用事業報告・就業規則(変更)届 総務部人事労務課長 2011/04/01 30年 2041/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2010年度 労務・研修 労務 平成22年度労使協定書・協定届 総務部人事労務課長 2011/04/01 30年 2041/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 移管

2010年度 労務・研修 名誉教授 平成22年度名誉教授称号授与関係 総務部人事労務課長 2011/04/01 無期限 - 紙 総務課横倉庫 総務部職員課長 対象者全員死亡後移管

2016年度 労務・研修 雑件 平成28年度発注書 総務部職員課長 2017/04/01 3年 2020/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2016年度 労務・研修 雑件 平成28年度雑件 総務部職員課長 2017/04/01 3年 2020/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2016年度 労務・研修 会議 平成28年度学外各種会議 総務部職員課長 2017/04/01 5年 2022/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2016年度 労務・研修 会議 平成28年度東海・北陸地区人事担当課長会議 総務部職員課長 2017/04/01 5年 2022/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2016年度 労務・研修 研修 平成28～31年度職員高度専門研修 総務部職員課長 2017/04/01 5年 2022/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄
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2016年度 労務・研修 研修 平成28年度学外研修 総務部職員課長 2017/04/01 5年 2022/03/31 紙 ロッカー室 総務部職員課長 廃棄

2016年度 労務・研修 研修 平成28年度学内研修1/4 総務部職員課長 2017/04/01 5年 2022/03/31 紙 ロッカー室 総務部職員課長 廃棄

2016年度 労務・研修 研修 平成28年度学内研修2/4 総務部職員課長 2017/04/01 5年 2022/03/31 紙 ロッカー室 総務部職員課長 廃棄

2016年度 労務・研修 研修 平成28年度学内研修3/4 総務部職員課長 2017/04/01 5年 2022/03/31 紙 ロッカー室 総務部職員課長 廃棄

2016年度 労務・研修 研修 平成28年度学内研修4/4 総務部職員課長 2017/04/01 5年 2022/03/31 紙 ロッカー室 総務部職員課長 廃棄

2016年度 労務・研修 研修 平成28年度技術職員研修等 総務部職員課長 2017/04/01 5年 2022/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2016年度 労務・研修 研修 平成28年度国大協・研修関係 総務部職員課長 2017/04/01 5年 2022/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2016年度 労務・研修 研修 平成28年度新規採用職員研修1/2 総務部職員課長 2017/04/01 5年 2022/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2016年度 労務・研修 研修 平成28年度新規採用職員研修2/2 総務部職員課長 2017/04/01 5年 2022/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2014年度 労務・研修 会議 平成26年度学外各種会議 総務部職員課長 2015/04/01 5年 2020/03/31 紙 事務局倉庫（財務課裏） 総務部職員課長 廃棄

2014年度 労務・研修 会議 平成26年度東海地区人事担当課長会議 総務部職員課長 2015/04/01 5年 2020/03/31 紙 事務局倉庫（財務課裏） 総務部職員課長 廃棄

2014年度 労務・研修 研修 平成26年度学外研修 総務部職員課長 2015/04/01 5年 2020/03/31 紙 事務局倉庫（財務課裏） 総務部職員課長 廃棄

2014年度 労務・研修 研修 平成26年度学内研修1/4 総務部職員課長 2015/04/01 5年 2020/03/31 紙 事務局倉庫（財務課裏） 総務部職員課長 廃棄

2014年度 労務・研修 研修 平成26年度学内研修2/4 総務部職員課長 2015/04/01 5年 2020/03/31 紙 事務局倉庫（財務課裏） 総務部職員課長 廃棄

2014年度 労務・研修 研修 平成26年度学内研修3/4 総務部職員課長 2015/04/01 5年 2020/03/31 紙 事務局倉庫（財務課裏） 総務部職員課長 廃棄

2014年度 労務・研修 研修 平成26年度学内研修4/4 総務部職員課長 2015/04/01 5年 2020/03/31 紙 事務局倉庫（財務課裏） 総務部職員課長 廃棄

2014年度 労務・研修 研修 平成26年度技術職員研修等 総務部職員課長 2015/04/01 5年 2020/03/31 紙 事務局倉庫（財務課裏） 総務部職員課長 廃棄

2014年度 労務・研修 研修 平成26年度新規採用職員研修 総務部職員課長 2015/04/01 5年 2020/03/31 紙 事務局倉庫（財務課裏） 総務部職員課長 廃棄

2014年度 労務・研修 調査 平成26年度各種調査1/2 総務部職員課長 2015/04/01 5年 2020/03/31 紙 事務局倉庫（財務課裏） 総務部職員課長 廃棄

2014年度 労務・研修 調査 平成26年度各種調査2/2 総務部職員課長 2015/04/01 5年 2020/03/31 紙 事務局倉庫（財務課裏） 総務部職員課長 廃棄

2014年度 労務・研修 労務 平成26年度過半数代表者等委員会 総務部職員課長 2015/04/01 10年 2025/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 移管

2014年度 労務・研修 労務 平成26年度職員組合団体交渉 総務部職員課長 2015/04/01 10年 2025/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 移管

2014年度 労務・研修 労務 平成26年度適用事業報告・就業規則(変更)届 総務部職員課長 2015/04/01 30年 2045/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2014年度 労務・研修 労務 平成26年度労使協定書・協定届 総務部職員課長 2015/04/01 30年 2045/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 移管

2015年度 労務・研修 会議 平成27年度学外各種会議 総務部職員課長 2016/04/01 5年 2021/03/31 紙 事務局倉庫（財務課裏） 総務部職員課長 廃棄

2015年度 労務・研修 会議 平成27年度東海・北陸地区人事担当課長会議 総務部職員課長 2016/04/01 5年 2021/03/31 紙 事務局倉庫（財務課裏） 総務部職員課長 廃棄

2015年度 労務・研修 研修 平成27年度学外研修 総務部職員課長 2016/04/01 5年 2021/03/31 紙 ロッカー室 総務部職員課長 廃棄

2015年度 労務・研修 研修 平成27年度学内研修1/4 総務部職員課長 2016/04/01 5年 2021/03/31 紙 ロッカー室 総務部職員課長 廃棄

2015年度 労務・研修 研修 平成27年度学内研修2/4 総務部職員課長 2016/04/01 5年 2021/03/31 紙 ロッカー室 総務部職員課長 廃棄

2015年度 労務・研修 研修 平成27年度学内研修3/4 総務部職員課長 2016/04/01 5年 2021/03/31 紙 ロッカー室 総務部職員課長 廃棄

2015年度 労務・研修 研修 平成27年度学内研修4/4 総務部職員課長 2016/04/01 5年 2021/03/31 紙 ロッカー室 総務部職員課長 廃棄

2015年度 労務・研修 研修 平成27年度技術職員研修等 総務部職員課長 2016/04/01 5年 2021/03/31 紙 ロッカー室 総務部職員課長 廃棄

2015年度 労務・研修 研修 平成27年度新規採用職員研修1/2 総務部職員課長 2016/04/01 5年 2021/03/31 紙 ロッカー室 総務部職員課長 廃棄

2015年度 労務・研修 研修 平成27年度新規採用職員研修2/2 総務部職員課長 2016/04/01 5年 2021/03/31 紙 ロッカー室 総務部職員課長 廃棄

2015年度 労務・研修 調査 平成27年度各種調査1/2 総務部職員課長 2016/04/01 5年 2021/03/31 紙 事務局倉庫（財務課裏） 総務部職員課長 廃棄

2015年度 労務・研修 調査 平成27年度各種調査2/2 総務部職員課長 2016/04/01 5年 2021/03/31 紙 事務局倉庫（財務課裏） 総務部職員課長 廃棄

2015年度 労務・研修 労務 過半数代表者の選出手続き 総務部職員課長 2016/04/01 10年 2026/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2015年度 労務・研修 労務 平成27年度過半数代表者等委員会 総務部職員課長 2016/04/01 10年 2026/03/31 紙 事務局倉庫（財務課裏） 総務部職員課長 移管

2015年度 労務・研修 労務 平成27年度 労働基準監督署関係 総務部職員課長 2016/04/01 30年 2046/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2015年度 労務・研修 労務 平成27年度適用事業報告・就業規則(変更)届 総務部職員課長 2016/04/01 30年 2046/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2015年度 労務・研修 労務 平成27年度労使協定書・協定届 総務部職員課長 2016/04/01 30年 2046/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 移管

1955年度 労務・研修 名誉教授 名誉教授称号授与台帳 総務部人事課第二任用掛 1956/04/01 無期限 - 紙 総務課横倉庫 総務部職員課長 移管
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1955年度 労務・研修 名誉教授 名誉教授称号授与台帳 総務部人事課第二任用掛 1956/04/01 無期限 - 紙 総務課横倉庫 総務部職員課長 移管

1965年度 労務・研修 名誉教授 名誉教授関係資料(推薦資料)～40 1-46 総務部職員課長 1966/04/01 無期限 - 紙 総務課横倉庫 総務部職員課長 対象者全員死亡後移管

1970年度 労務・研修 名誉教授 名誉教授関係資料(推薦資料)41～45 47-84 総務部職員課長 1971/04/01 無期限 - 紙 総務課横倉庫 総務部職員課長 対象者全員死亡後移管

1972年度 労務・研修 名誉教授 名誉教授関係資料(推薦資料)46～47 85-98 総務部職員課長 1973/04/01 無期限 - 紙 総務課横倉庫 総務部職員課長 対象者全員死亡後移管

1974年度 労務・研修 名誉教授 名誉教授関係資料(推薦資料)48～49 99-115 総務部職員課長 1975/04/01 無期限 - 紙 総務課横倉庫 総務部職員課長 対象者全員死亡後移管

1976年度 労務・研修 名誉教授 名誉教授関係資料(推薦資料)50～51 116-144 総務部職員課長 1977/04/01 無期限 - 紙 総務課横倉庫 総務部職員課長 対象者全員死亡後移管

1977年度 労務・研修 名誉教授 名誉教授関係資料(推薦資料)52 145-172 総務部職員課長 1978/04/01 無期限 - 紙 総務課横倉庫 総務部職員課長 対象者全員死亡後移管

1978年度 労務・研修 名誉教授 名誉教授関係資料(推薦資料)53 173-190 総務部職員課長 1979/04/01 無期限 - 紙 総務課横倉庫 総務部職員課長 対象者全員死亡後移管

1980年度 労務・研修 名誉教授 名誉教授関係資料(推薦資料)54-55 191-211 総務部職員課長 1981/04/01 無期限 - 紙 総務課横倉庫 総務部職員課長 対象者全員死亡後移管

1982年度 労務・研修 名誉教授 名誉教授関係資料(推薦資料) 55-57年度 212-238 総務部人事課第二任用掛 1983/04/01 無期限 - 紙 総務課横倉庫 総務部職員課長 対象者全員死亡後移管

1982年度 労務・研修 名誉教授 名誉教授関係資料(推薦資料) 55-57年度 212-238 総務部人事課第二任用掛 1983/04/01 無期限 - 紙 総務課横倉庫 総務部職員課長 対象者全員死亡後移管

1984年度 労務・研修 名誉教授 名誉教授関係資料(推薦資料) 58-59年度 239-273 総務部人事課第二任用掛 1985/04/01 無期限 - 紙 総務課横倉庫 総務部職員課長 対象者全員死亡後移管

1984年度 労務・研修 名誉教授 名誉教授関係資料(推薦資料) 58-59年度 239-273 総務部人事課第二任用掛 1985/04/01 無期限 - 紙 総務課横倉庫 総務部職員課長 対象者全員死亡後移管

1985年度 労務・研修 名誉教授 名誉教授関係資料(推薦資料) 59-60年度 274-311 総務部人事課第二任用掛 1986/04/01 無期限 - 紙 総務課横倉庫 総務部職員課長 対象者全員死亡後移管

1985年度 労務・研修 名誉教授 名誉教授関係資料(推薦資料) 59-60年度 274-311 総務部人事課第二任用掛 1986/04/01 無期限 - 紙 総務課横倉庫 総務部職員課長 対象者全員死亡後移管

1986年度 労務・研修 名誉教授 医療技術短期大学部名誉教授称号授与台帳 総務部人事課第二任用掛 1987/04/01 無期限 - 紙 総務課横倉庫 総務部職員課長 対象者全員死亡後移管

1986年度 労務・研修 名誉教授 医療技術短期大学部名誉教授称号授与台帳 総務部人事課第二任用掛 1987/04/01 無期限 - 紙 総務課横倉庫 総務部職員課長 対象者全員死亡後移管

1987年度 労務・研修 名誉教授 名誉教授関係資料(推薦資料) 61-62 312-340 総務部人事課第二任用掛 1988/04/01 無期限 - 紙 総務課横倉庫 総務部職員課長 対象者全員死亡後移管

1987年度 労務・研修 名誉教授 名誉教授関係資料(推薦資料) 61-62 312-340 総務部人事課第二任用掛 1988/04/01 無期限 - 紙 総務課横倉庫 総務部職員課長 対象者全員死亡後移管

1988年度 労務・研修 名誉教授 名誉教授関係資料(推薦資料) 63 341-369 総務部人事課第二任用掛 1989/04/01 無期限 - 紙 総務課横倉庫 総務部職員課長 対象者全員死亡後移管

1988年度 労務・研修 名誉教授 名誉教授関係資料(推薦資料) 63 341-369 総務部人事課第二任用掛 1989/04/01 無期限 - 紙 総務課横倉庫 総務部職員課長 対象者全員死亡後移管

1989年度 労務・研修 名誉教授 名誉教授関係資料(推薦資料) 元 370-401 総務部人事課第二任用掛 1990/04/01 無期限 - 紙 総務課横倉庫 総務部職員課長 対象者全員死亡後移管

1989年度 労務・研修 名誉教授 名誉教授関係資料(推薦資料) 元 370-401 総務部人事課第二任用掛 1990/04/01 無期限 - 紙 総務課横倉庫 総務部職員課長 対象者全員死亡後移管

1990年度 労務・研修 名誉教授 名誉教授関係資料(推薦資料) 2 402-429 総務部人事課第二任用掛 1991/04/01 無期限 - 紙 総務課横倉庫 総務部職員課長 対象者全員死亡後移管

1990年度 労務・研修 名誉教授 名誉教授関係資料(推薦資料) 2 402-429 総務部人事課第二任用掛 1991/04/01 無期限 - 紙 総務課横倉庫 総務部職員課長 対象者全員死亡後移管

1991年度 労務・研修 名誉教授 名誉教授関係資料(推薦資料) 3 430-457 総務部人事課第二任用掛 1992/04/01 無期限 - 紙 総務課横倉庫 総務部職員課長 対象者全員死亡後移管

1991年度 労務・研修 名誉教授 名誉教授関係資料(推薦資料) 3 430-457 総務部人事課第二任用掛 1992/04/01 無期限 - 紙 総務課横倉庫 総務部職員課長 対象者全員死亡後移管

1992年度 労務・研修 名誉教授 名誉教授関係資料(推薦資料) 4 458-494 総務部人事課第二任用掛 1993/04/01 無期限 - 紙 総務課横倉庫 総務部職員課長 対象者全員死亡後移管

1992年度 労務・研修 名誉教授 名誉教授関係資料(推薦資料) 4 458-494 総務部人事課第二任用掛 1993/04/01 無期限 - 紙 総務課横倉庫 総務部職員課長 対象者全員死亡後移管

1993年度 労務・研修 名誉教授 名誉教授関係資料(推薦資料) 5 495-518 総務部人事課第二任用掛 1994/04/01 無期限 - 紙 総務課横倉庫 総務部職員課長 対象者全員死亡後移管

1993年度 労務・研修 名誉教授 名誉教授関係資料(推薦資料) 5 495-518 総務部人事課第二任用掛 1994/04/01 無期限 - 紙 総務課横倉庫 総務部職員課長 対象者全員死亡後移管

1994年度 労務・研修 名誉教授 名誉教授関係資料(推薦資料) 6 519-553 総務部人事課第二任用掛 1995/04/01 無期限 - 紙 総務課横倉庫 総務部職員課長 対象者全員死亡後移管

1994年度 労務・研修 名誉教授 名誉教授関係資料(推薦資料) 6 519-553 総務部人事課第二任用掛 1995/04/01 無期限 - 紙 総務課横倉庫 総務部職員課長 対象者全員死亡後移管

1995年度 労務・研修 名誉教授 名誉教授関係資料(推薦資料) 7 554-581 総務部人事課第二任用掛 1996/04/01 無期限 - 紙 総務課横倉庫 総務部職員課長 対象者全員死亡後移管

1995年度 労務・研修 名誉教授 名誉教授関係資料(推薦資料) 7 554-581 総務部人事課第二任用掛 1996/04/01 無期限 - 紙 総務課横倉庫 総務部職員課長 対象者全員死亡後移管

1996年度 労務・研修 訴訟 平成10年度訴訟1-① 総務部職員課長 1997/04/01 30年 2027/03/31 紙 総務課横倉庫 総務部職員課長 移管

1996年度 労務・研修 訴訟 平成10年度訴訟1-② 総務部職員課長 1997/04/01 30年 2027/03/31 紙 総務課横倉庫 総務部職員課長 移管

1996年度 労務・研修 訴訟 平成10年度訴訟1-③ 総務部職員課長 1997/04/01 30年 2027/03/31 紙 総務課横倉庫 総務部職員課長 移管

1996年度 労務・研修 訴訟 平成8年度訴訟1-① 総務部職員課長 1997/04/01 30年 2027/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 移管

1996年度 労務・研修 名誉教授 名誉教授関係資料(推薦資料) 8 582-613 総務部人事課第二任用掛 1997/04/01 無期限 - 紙 総務課横倉庫 総務部職員課長 対象者全員死亡後移管

1996年度 労務・研修 名誉教授 名誉教授関係資料(推薦資料) 8 582-613 総務部人事課第二任用掛 1997/04/01 無期限 - 紙 総務課横倉庫 総務部職員課長 対象者全員死亡後移管

1997年度 労務・研修 訴訟 平成9年度訴訟1-① 総務部職員課長 1998/04/01 30年 2028/03/31 紙 総務課横倉庫 総務部職員課長 移管
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1997年度 労務・研修 訴訟 平成9年度訴訟1-② 総務部職員課長 1998/04/01 30年 2028/03/31 紙 総務課横倉庫 総務部職員課長 移管

1997年度 労務・研修 訴訟 平成9年度訴訟2-① 総務部職員課長 1998/04/01 30年 2028/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 移管

1997年度 労務・研修 訴訟 平成9年度訴訟2-② 総務部職員課長 1998/04/01 30年 2028/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 移管

1997年度 労務・研修 名誉教授 医療技術短期大学部名誉教授(推薦資料)(昭和62年～平成9年) 総務部人事課第二任用掛 1998/04/01 無期限 - 紙 総務課横倉庫 総務部職員課長 対象者全員死亡後移管

1997年度 労務・研修 名誉教授 名誉教授関係資料(推薦資料) 8-9 614-647 総務部人事課第二任用掛 1998/04/01 無期限 - 紙 総務課横倉庫 総務部職員課長 対象者全員死亡後移管

1997年度 労務・研修 名誉教授 医療技術短期大学部名誉教授(推薦資料)(昭和62年～平成9年) 総務部人事課第二任用掛 1998/04/01 無期限 - 紙 総務課横倉庫 総務部職員課長 対象者全員死亡後移管

1997年度 労務・研修 名誉教授 名誉教授関係資料(推薦資料) 8-9 614-647 総務部人事課第二任用掛 1998/04/01 無期限 - 紙 総務課横倉庫 総務部職員課長 対象者全員死亡後移管

1998年度 労務・研修 名誉教授 名誉教授関係資料(推薦資料) 10 648-673 総務部人事課第二任用掛 1999/04/01 無期限 - 紙 総務課横倉庫 総務部職員課長 対象者全員死亡後移管

1998年度 労務・研修 名誉教授 名誉教授関係資料(推薦資料) 10 648-673 総務部人事課第二任用掛 1999/04/01 無期限 - 紙 総務課横倉庫 総務部職員課長 対象者全員死亡後移管

1999年度 労務・研修 名誉教授 名誉教授関係資料(推薦資料) 11 674-691 総務部人事課第二任用掛 2000/04/01 無期限 - 紙 総務課横倉庫 総務部職員課長 対象者全員死亡後移管

1999年度 労務・研修 名誉教授 名誉教授関係資料(推薦資料) 11 674-691 総務部人事課第二任用掛 2000/04/01 無期限 - 紙 総務課横倉庫 総務部職員課長 対象者全員死亡後移管

2000年度 労務・研修 名誉教授 名誉教授関係資料(推薦資料) 12 692-725 総務部人事課第二任用掛 2001/04/01 無期限 - 紙 総務課横倉庫 総務部職員課長 対象者全員死亡後移管

2000年度 労務・研修 名誉教授 名誉教授関係資料(推薦資料) 12 692-725 総務部人事課第二任用掛 2001/04/01 無期限 - 紙 総務課横倉庫 総務部職員課長 対象者全員死亡後移管

2001年度 労務・研修 訴訟 平成13年度訴訟1-① 総務部職員課長 2002/04/01 30年 2032/03/31 紙 総務課横倉庫 総務部職員課長 移管

2001年度 労務・研修 名誉教授 名誉教授関係資料(推薦資料) 13 726-741 総務部人事課第二任用掛 2002/04/01 無期限 - 紙 総務課横倉庫 総務部職員課長 対象者全員死亡後移管

2001年度 労務・研修 名誉教授 名誉教授関係資料(推薦資料) 13 726-741 総務部人事課第二任用掛 2002/04/01 無期限 - 紙 総務課横倉庫 総務部職員課長 対象者全員死亡後移管

2002年度 労務・研修 訴訟 平成14年度訴訟1-① 総務部職員課長 2003/04/01 30年 2033/03/31 紙 総務課横倉庫 総務部職員課長 移管

2002年度 労務・研修 訴訟 平成14年度訴訟1-② 総務部職員課長 2003/04/01 30年 2033/03/31 紙 総務課横倉庫 総務部職員課長 移管

2002年度 労務・研修 訴訟 平成14年度訴訟1-③ 総務部職員課長 2003/04/01 30年 2033/03/31 紙 総務課横倉庫 総務部職員課長 移管

2002年度 労務・研修 名誉教授 名誉教授関係資料(推薦資料) 14 742-769 総務部人事課第二任用掛 2003/04/01 無期限 - 紙 総務課横倉庫 総務部職員課長 対象者全員死亡後移管

2002年度 労務・研修 名誉教授 名誉教授関係資料(推薦資料) 14 742-769 総務部人事課第二任用掛 2003/04/01 無期限 - 紙 総務課横倉庫 総務部職員課長 対象者全員死亡後移管

2003年度 労務・研修 訴訟 平成15年度訴訟1-① 総務部職員課長 2004/04/01 30年 2034/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 移管

2003年度 労務・研修 訴訟 平成15年度訴訟1-② 総務部職員課長 2004/04/01 30年 2034/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 移管

2003年度 労務・研修 訴訟 平成15年度訴訟1-③ 総務部職員課長 2004/04/01 30年 2034/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 移管

2003年度 労務・研修 訴訟 平成15年度訴訟1-④ 総務部職員課長 2004/04/01 30年 2034/03/31 紙 事務局倉庫（財務課裏） 総務部職員課長 移管

2003年度 労務・研修 訴訟 平成15年度訴訟1-⑤ 総務部職員課長 2004/04/01 30年 2034/03/31 紙 事務局倉庫（財務課裏） 総務部職員課長 移管

2003年度 労務・研修 訴訟 平成15年度訴訟1-⑥ 総務部職員課長 2004/04/01 30年 2034/03/31 紙 事務局倉庫（財務課裏） 総務部職員課長 移管

2003年度 労務・研修 訴訟 平成15年度訴訟1-⑦ 総務部職員課長 2004/04/01 30年 2034/03/31 紙 事務局倉庫（財務課裏） 総務部職員課長 移管

2003年度 労務・研修 訴訟 平成15年度訴訟1-⑧ 総務部職員課長 2004/04/01 30年 2034/03/31 紙 事務局倉庫（財務課裏） 総務部職員課長 移管

2003年度 労務・研修 訴訟 平成15年度訴訟1-⑨ 総務部職員課長 2004/04/01 30年 2034/03/31 紙 事務局倉庫（財務課裏） 総務部職員課長 移管

2003年度 労務・研修 訴訟 平成15年度訴訟1-⑩ 総務部職員課長 2004/04/01 30年 2034/03/31 紙 事務局倉庫（財務課裏） 総務部職員課長 移管

2003年度 労務・研修 訴訟 平成15年度訴訟1-⑪ 総務部職員課長 2004/04/01 30年 2034/03/31 紙 事務局倉庫（財務課裏） 総務部職員課長 移管

2003年度 労務・研修 訴訟 平成15年度訴訟1-⑫ 総務部職員課長 2004/04/01 30年 2034/03/31 紙 事務局倉庫（財務課裏） 総務部職員課長 移管

2003年度 労務・研修 訴訟 平成15年度訴訟1-⑬ 総務部職員課長 2004/04/01 30年 2034/03/31 紙 事務局倉庫（財務課裏） 総務部職員課長 移管

2003年度 労務・研修 訴訟 平成15年度訴訟2-① 総務部職員課長 2004/04/01 30年 2034/03/31 紙 総務課横倉庫 総務部職員課長 移管

2003年度 労務・研修 訴訟 平成15年度訴訟2-② 総務部職員課長 2004/04/01 30年 2034/03/31 紙 総務課横倉庫 総務部職員課長 移管

2003年度 労務・研修 訴訟 平成15年度訴訟2-③ 総務部職員課長 2004/04/01 30年 2034/03/31 紙 総務課横倉庫 総務部職員課長 移管

2003年度 労務・研修 訴訟 平成15年度訴訟2-④ 総務部職員課長 2004/04/01 30年 2034/03/31 紙 総務課横倉庫 総務部職員課長 移管

2003年度 労務・研修 訴訟 平成15年度訴訟2-⑤ 総務部職員課長 2004/04/01 30年 2034/03/31 紙 総務課横倉庫 総務部職員課長 移管

2003年度 労務・研修 名誉教授 名誉教授関係資料(推薦資料) 15 770-798 総務部人事課第二任用掛 2004/04/01 無期限 - 紙 総務課横倉庫 総務部職員課長 対象者全員死亡後移管

2003年度 労務・研修 名誉教授 名誉教授関係資料(推薦資料) 15 770-798 総務部人事課第二任用掛 2004/04/01 無期限 - 紙 総務課横倉庫 総務部職員課長 対象者全員死亡後移管

2004年度 労務・研修 労務 労働協約 総務部職員課長 2005/04/01 30年 2035/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄
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2004年度 労務・研修 名誉教授 名誉教授関係資料(推薦資料) 16-① 799-850 人事労務課福祉掛 2005/04/01 無期限 - 紙 総務課横倉庫 総務部職員課長 対象者全員死亡後移管

2004年度 労務・研修 名誉教授 名誉教授関係資料(推薦資料) 16-② 799-850 人事労務課福祉掛 2005/04/01 無期限 - 紙 総務課横倉庫 総務部職員課長 対象者全員死亡後移管

2004年度 労務・研修 名誉教授 名誉教授関係資料(推薦資料) 16-① 799-850 人事労務課福祉掛 2005/04/01 無期限 - 紙 総務課横倉庫 総務部職員課長 対象者全員死亡後移管

2004年度 労務・研修 名誉教授 名誉教授関係資料(推薦資料) 16-② 799-850 人事労務課福祉掛 2005/04/01 無期限 - 紙 総務課横倉庫 総務部職員課長 対象者全員死亡後移管

2005年度 労務・研修 労務 平成16-17年度適用事業報告・就業規則(変更)届 総務部職員課長 2006/04/01 30年 2036/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2005年度 労務・研修 労務 平成16-17年度労使協定書・協定届 総務部職員課長 2006/04/01 30年 2036/03/31 紙 事務局倉庫（財務課裏） 総務部職員課長 移管

2005年度 労務・研修 名誉教授 名誉教授関係資料(推薦資料) 17-① 851-874 人事労務課福祉掛 2006/04/01 無期限 - 紙 総務課横倉庫 総務部職員課長 対象者全員死亡後移管

2005年度 労務・研修 名誉教授 名誉教授関係資料(推薦資料) 17-② 851-874 人事労務課福祉掛 2006/04/01 無期限 - 紙 総務課横倉庫 総務部職員課長 対象者全員死亡後移管

2005年度 労務・研修 名誉教授 名誉教授関係資料(推薦資料) 17-① 851-874 人事労務課福祉掛 2006/04/01 無期限 - 紙 総務課横倉庫 総務部職員課長 対象者全員死亡後移管

2005年度 労務・研修 名誉教授 名誉教授関係資料(推薦資料) 17-② 851-874 人事労務課福祉掛 2006/04/01 無期限 - 紙 総務課横倉庫 総務部職員課長 対象者全員死亡後移管

2005年度 労務・研修 労務 平成17年度就業規則等の不利益変更手続き 総務部職員課長 2006/04/01 無期限 - 紙 職員課事務室 総務部職員課長 移管

2006年度 労務・研修 ハラスメント 相談記録（申立に至ったもの） 総務部職員課長 2007/04/01
最終相談年度

から20年
2027/03/31 紙 ハラスメント相談センター 総務部職員課長 廃棄

2006年度 労務・研修 苦情処理 平成17-18年度苦情相談案件処理 総務部職員課長 2007/04/01 10年 2027/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2006年度 労務・研修 労務 平成18年度労使協定書・協定届 総務部職員課長 2007/04/01 30年 2037/03/31 紙 事務局倉庫（財務課裏） 総務部職員課長 移管

2006年度 労務・研修 雑件 業務マニュアル作成原案 総務部職員課長 2007/04/01 無期限 - 紙 職員課事務室 総務部職員課長 移管

2006年度 労務・研修 名誉教授 平成18年度名誉教授称号授与関係 総務部人事労務課総務掛 2007/04/01 無期限 - 紙 総務課横倉庫 総務部職員課長 対象者全員死亡後移管

2007年度 労務・研修 ハラスメント 相談記録（申立に至ったもの） 総務部職員課長 2008/04/01
最終相談年度

から20年
2028/03/31 紙 ハラスメント相談センター 総務部職員課長 廃棄

2007年度 労務・研修 労務 平成18-19年度適用事業報告・就業規則(変更)届1/2 総務部職員課長 2008/04/01 30年 2038/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2007年度 労務・研修 労務 平成18-19年度適用事業報告・就業規則(変更)届2/2 総務部職員課長 2008/04/01 30年 2038/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2007年度 労務・研修 労務 平成19年度労使協定書・協定届 総務部職員課長 2008/04/01 30年 2038/03/31 紙 事務局倉庫（財務課裏） 総務部職員課長 移管

2007年度 労務・研修 名誉教授 平成19年度名誉教授称号授与関係 総務部人事労務課総務掛 2008/04/01 無期限 - 紙 総務課横倉庫 総務部職員課長 対象者全員死亡後移管

2007年度 労務・研修 労務 平成16-19年度就業規則・規程の一部改正関係 総務部職員課長 2008/04/01 無期限 - 紙 職員課事務室 総務部職員課長 移管

2008年度 労務・研修 ハラスメント 相談記録（申立に至ったもの） 総務部職員課長 2009/04/01
最終相談年度

から20年
2029/03/31 紙 ハラスメント相談センター 総務部職員課長 廃棄

2008年度 労務・研修 ハラスメント 平成20年度ハラスメント相談センター立ち上げに係る綴 総務部職員課長 2009/04/01 30年 2039/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 移管

2008年度 労務・研修 労務 平成16-20年度 労働基準監督署関係 総務部職員課長 2009/04/01 30年 2039/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2008年度 労務・研修 名誉教授 平成20年度名誉教授称号授与関係 総務部人事労務課総務担当 2009/04/01 無期限 - 紙 総務課横倉庫 総務部職員課長 対象者全員死亡後移管

2008年度 労務・研修 労務 断続的な宿日直勤務許可 総務部職員課長 2009/04/01 無期限 - 紙 職員課事務室 総務部職員課長 移管

2009年度 労務・研修 ハラスメント 平成14-21年度ハラスメント関係苦情申立 総務部職員課長 2010/04/01 10年 2020/03/31 紙 事務局倉庫（財務課裏） 総務部職員課長 廃棄

2009年度 労務・研修 ハラスメント 平成21年度ハラスメント(防止・対策委員会 防止対策専門委員会) 総務部人事労務課福祉掛 2010/04/01 10年 2020/03/31 紙 事務局倉庫（財務課裏） 総務部職員課長 移管

2009年度 労務・研修 苦情処理 平成17-21年度苦情処理関係綴 総務部職員課長 2010/04/01 10年 2020/03/31 紙 事務局倉庫（財務課裏） 総務部職員課長 廃棄

2009年度 労務・研修 苦情処理 平成21年度苦情処理 総務部職員課長 2010/04/01 10年 2020/03/31 紙 事務局倉庫（財務課裏） 総務部職員課長 廃棄

2009年度 労務・研修 労務 過半数代表者の選出手続き 総務部職員課長 2010/04/01 10年 2020/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2009年度 労務・研修 労務 職員組合団体交渉 平成19年11月～平成22年3月 総務部職員課長 2010/04/01 10年 2020/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 移管

2009年度 労務・研修 労務 平成20-21年度過半数代表者等委員会 総務部職員課長 2010/04/01 10年 2020/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 移管

2009年度 労務・研修 ハラスメント 相談記録（申立に至ったもの） 総務部職員課長 2010/04/01
最終相談年度

から20年
2030/03/31 紙 ハラスメント相談センター 総務部職員課長 廃棄

2009年度 労務・研修 労務 平成20-21年度労使協定書・協定届 総務部職員課長 2010/04/01 30年 2040/03/31 紙 事務局倉庫（財務課裏） 総務部職員課長 廃棄

2009年度 労務・研修 名誉教授 平成21年度名誉教授称号授与関係 総務部人事労務課総務担当 2010/04/01 無期限 - 紙 総務課横倉庫 総務部職員課長 対象者全員死亡後移管

2009年度 労務・研修 労務 平成20-21年度適用事業報告・就業規則(変更)届 総務部職員課長 2010/04/01 無期限 - 紙 職員課事務室 総務部職員課長 移管

2010年度 労務・研修 ハラスメント 平成22年度ハラスメント関係苦情申立 総務部人事労務課長 2011/04/01 10年 2021/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2010年度 労務・研修 ハラスメント 平成22年度ハラスメント防止対策委員会 総務部人事労務課長 2011/04/01 10年 2021/03/31 紙 事務局倉庫（財務課裏） 総務部職員課長 移管

2010年度 労務・研修 苦情処理 平成22年度苦情処理 総務部人事労務課長 2011/04/01 10年 2021/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2010年度 労務・研修 労務 職員組合団体交渉 平成22年度 総務部人事労務課長 2011/04/01 10年 2021/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 移管
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2010年度 労務・研修 労務 平成22年度過半数代表者等委員会 総務部人事労務課長 2011/04/01 10年 2021/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 移管

2010年度 労務・研修 ハラスメント 相談記録（申立に至ったもの） 総務部職員課長 2011/04/01
最終相談年度

から20年
2031/03/31 紙 ハラスメント相談センター 総務部職員課長 廃棄

2010年度 労務・研修 労務 平成22年度適用事業報告・就業規則(変更)届 総務部人事労務課長 2011/04/01 30年 2041/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2010年度 労務・研修 労務 平成22年度労使協定書・協定届 総務部人事労務課長 2011/04/01 30年 2041/03/31 紙 事務局倉庫（財務課裏） 総務部職員課長 移管

2010年度 労務・研修 名誉教授 平成22年度名誉教授称号授与関係 総務部人事労務課長 2011/04/01 無期限 - 紙 総務課横倉庫 総務部職員課長 対象者全員死亡後移管

2011年度 労務・研修 ハラスメント 相談記録（申立に至らなかったもの） 総務部職員課長 2012/04/01
最終相談年度

から10年
2022/03/31 紙 ハラスメント相談センター 総務部職員課長 廃棄

2011年度 労務・研修 ハラスメント 平成23年度ハラスメント関係苦情申立 総務部職員課長 2012/04/01 10年 2022/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2011年度 労務・研修 ハラスメント 平成23年度ハラスメント防止対策委員会 総務部職員課長 2012/04/01 10年 2022/03/31 紙 事務局倉庫（財務課裏） 総務部職員課長 移管

2011年度 労務・研修 苦情処理 平成23年度苦情処理 総務部職員課長 2012/04/01 10年 2022/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2011年度 労務・研修 労務 過半数代表者の選出手続き 総務部職員課長 2012/04/01 10年 2022/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2011年度 労務・研修 労務 職員組合団体交渉 平成23年度 総務部職員課長 2012/04/01 10年 2022/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 移管

2011年度 労務・研修 労務 平成23年度過半数代表者等委員会 総務部職員課長 2012/04/01 10年 2022/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 移管

2011年度 労務・研修 ハラスメント 相談記録（申立に至ったもの） 総務部職員課長 2012/04/01
最終相談年度

から20年
2032/03/31 紙 ハラスメント相談センター 総務部職員課長 廃棄

2011年度 労務・研修 労務 平成23年度 労働基準監督署関係 総務部職員課長 2012/04/01 30年 2042/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2011年度 労務・研修 労務 平成23年度適用事業報告・就業規則(変更)届 総務部職員課長 2012/04/01 30年 2042/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2011年度 労務・研修 労務 平成23年度労使協定書・協定届 総務部職員課長 2012/04/01 30年 2042/03/31 紙 事務局倉庫（財務課裏） 総務部職員課長 移管

2011年度 労務・研修 名誉教授 平成23年度名誉教授称号授与関係 総務部職員課長 2012/04/01 無期限 - 紙 総務課横倉庫 総務部職員課長 対象者全員死亡後移管

2012年度 労務・研修 ハラスメント 相談記録（申立に至らなかったもの） 総務部職員課長 2013/04/01
最終相談年度

から10年
2023/03/31 紙 ハラスメント相談センター 総務部職員課長 廃棄

2012年度 労務・研修 ハラスメント 平成24年度ハラスメント関係苦情申立 総務部職員課長 2013/04/01 10年 2023/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2012年度 労務・研修 ハラスメント 平成24年度ハラスメント防止対策委員会 総務部職員課長 2013/04/01 10年 2023/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 移管

2012年度 労務・研修 苦情処理 平成24年度苦情処理 総務部職員課長 2013/04/01 10年 2023/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2012年度 労務・研修 労務 職員組合団体交渉 平成24年度 総務部職員課長 2013/04/01 10年 2023/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 移管

2012年度 労務・研修 労務 平成24年度過半数代表者等委員会 総務部職員課長 2013/04/01 10年 2023/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 移管

2012年度 労務・研修 ハラスメント 相談記録（申立に至ったもの） 総務部職員課長 2013/04/01
最終相談年度

から20年
2033/03/31 紙 ハラスメント相談センター 総務部職員課長 廃棄

2012年度 労務・研修 労務 平成24年度適用事業報告・就業規則(変更)届 総務部職員課長 2013/04/01 30年 2043/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2012年度 労務・研修 労務 平成24年度労使協定書・協定届 総務部職員課長 2013/04/01 30年 2043/03/31 紙 事務局倉庫（財務課裏） 総務部職員課長 移管

2012年度 労務・研修 名誉教授 平成24年度名誉教授称号授与関係 総務部職員課長 2013/04/01 無期限 - 紙 職員課事務室 総務部職員課長 対象者全員死亡後移管

2013年度 労務・研修 ハラスメント 相談記録（申立に至らなかったもの） 総務部職員課長 2014/04/01
最終相談年度

から10年
2024/03/31 紙 ハラスメント相談センター 総務部職員課長 廃棄

2013年度 労務・研修 ハラスメント 平成25年度ハラスメント関係苦情申立 総務部職員課長 2014/04/01 10年 2024/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2013年度 労務・研修 ハラスメント 平成25年度ハラスメント防止対策委員会 総務部職員課長 2014/04/01 10年 2024/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 移管

2013年度 労務・研修 苦情処理 平成25年度苦情処理 総務部職員課長 2014/04/01 10年 2024/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2013年度 労務・研修 労務 過半数代表者の選出手続き 総務部職員課長 2014/04/01 10年 2024/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2013年度 労務・研修 労務 職員組合団体交渉 平成25年度 総務部職員課長 2014/04/01 10年 2024/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 移管
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別 保存場所 管理者
保存期間満了時の措
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2013年度 労務・研修 労務 平成25年度過半数代表者等委員会 総務部職員課長 2014/04/01 10年 2024/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 移管

2013年度 労務・研修 ハラスメント 相談記録（申立に至ったもの） 総務部職員課長 2014/04/01
最終相談年度

から20年
2034/03/31 紙 ハラスメント相談センター 総務部職員課長 廃棄

2013年度 労務・研修 労務 平成25年度適用事業報告・就業規則(変更)届 総務部職員課長 2014/04/01 30年 2044/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2013年度 労務・研修 労務 平成25年度労使協定書・協定届 総務部職員課長 2014/04/01 30年 2044/03/31 紙 事務局倉庫（財務課裏） 総務部職員課長 移管

2013年度 労務・研修 名誉教授 平成25年度名誉教授称号授与関係 総務部職員課長 2014/04/01 永年 - 紙 職員課事務室 総務部職員課長 対象者全員死亡後移管

2014年度 労務・研修 ハラスメント 平成26年度ハラスメント相談センター相談員・経費関係 総務部職員課長 2015/04/01 5年 2020/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2014年度 労務・研修 ハラスメント 平成26年度ハラスメント防止研修 総務部職員課長 2015/04/01 5年 2020/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2014年度 労務・研修 資料 平成26年度退職職員送別会関係綴 総務部職員課長 2015/04/01 5年 2020/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2014年度 労務・研修 名誉教授 平成26年度名誉教授称号授与式関係 総務部職員課長 2015/04/01 5年 2020/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2014年度 労務・研修 ハラスメント 相談記録（申立に至らなかったもの） 総務部職員課長 2015/04/01
最終相談年度

から10年
2025/03/31 紙 ハラスメント相談センター 総務部職員課長 廃棄

2014年度 労務・研修 ハラスメント 平成26年度ハラスメント関係苦情申立 総務部職員課長 2015/04/01 10年 2025/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2014年度 労務・研修 ハラスメント 平成26年度ハラスメント防止対策委員会 総務部職員課長 2015/04/01 10年 2025/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 移管

2014年度 労務・研修 苦情処理 平成26年度苦情処理 総務部職員課長 2015/04/01 10年 2025/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2014年度 労務・研修 ハラスメント 相談記録（申立に至ったもの） 総務部職員課長 2015/04/01
最終相談年度

から20年
2035/03/31 紙 ハラスメント相談センター 総務部職員課長 廃棄

2014年度 労務・研修 名誉教授 平成26年度名誉教授称号授与関係 総務部職員課長 2015/04/01 無期限 ------ 紙 職員課事務室 総務部職員課長 対象者全員死亡後移管

2015年度 労務・研修 ハラスメント 平成27年度ハラスメント相談センター相談員・経費関係 総務部職員課長 2016/04/01 5年 2021/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2015年度 労務・研修 資料 平成2７年度退職職員送別会関係綴 総務部職員課長 2016/04/01 5年 2021/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2015年度 労務・研修 名誉教授 平成27年度名誉教授称号授与式関係 総務部職員課長 2016/04/01 5年 2021/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2015年度 労務・研修 ハラスメント 相談記録（申立に至らなかったもの） 総務部職員課長 2016/04/01
最終相談年度

から10年
2026/03/31 紙 ハラスメント相談センター 総務部職員課長 廃棄

2015年度 労務・研修 ハラスメント 平成27年度ハラスメント関係苦情申立 総務部職員課長 2016/04/01 10年 2026/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2015年度 労務・研修 ハラスメント 平成27年度ハラスメント防止対策委員会 総務部職員課長 2016/04/01 10年 2026/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 移管

2015年度 労務・研修 苦情処理 平成27年度苦情処理 総務部職員課長 2016/04/01 10年 2026/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2015年度 労務・研修 ハラスメント 相談記録（申立に至ったもの） 総務部職員課長 2016/04/01
最終相談年度

から20年
2036/03/31 紙 ハラスメント相談センター 総務部職員課長 廃棄

2016年度 労務・研修 労務 職員組合団体交渉 平成28年度 総務部職員課長 2017/04/01 10年 2027/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2016年度 労務・研修 調査 平成28年度予算関係 総務部職員課長 2017/04/01 3年 2020/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2016年度 労務・研修 ハラスメント 平成28年度ハラスメント相談センター相談員・経費関係 総務部職員課長 2017/04/01 5年 2022/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄
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2016年度 労務・研修 調査 平成28年度各種調査1/2 総務部職員課長 2017/04/01 5年 2022/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2016年度 労務・研修 調査 平成28年度各種調査2/2 総務部職員課長 2017/04/01 5年 2022/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2016年度 労務・研修 名誉教授 平成28年度名誉教授称号授与式関係 総務部職員課長 2017/04/01 5年 2022/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2016年度 労務・研修 ハラスメント 相談記録（申立に至らなかったもの） 総務部職員課長 2017/04/01
最終相談年度

から10年
2027/03/31 紙 ハラスメント相談センター 総務部職員課長 廃棄

2016年度 労務・研修 ハラスメント 平成28年度ハラスメント関係苦情申立 総務部職員課長 2017/04/01 10年 2027/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2016年度 労務・研修 ハラスメント 平成28年度ハラスメント防止対策委員会 総務部職員課長 2017/04/01 10年 2027/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 移管

2016年度 労務・研修 苦情処理 平成28年度苦情処理 総務部職員課長 2017/04/01 10年 2027/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2016年度 労務・研修 労務 平成28年度過半数代表者等委員会 総務部職員課長 2017/04/01 10年 2027/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 移管

2016年度 労務・研修 ハラスメント 相談記録（申立に至ったもの） 総務部職員課長 2017/04/01
最終相談年度

から20年
2037/03/31 紙 ハラスメント相談センター 総務部職員課長 廃棄

2016年度 労務・研修 労務 平成28年度 労働基準監督署関係 総務部職員課長 2017/04/01 30年 2047/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2016年度 労務・研修 労務 平成28年度適用事業報告・就業規則(変更)届 総務部職員課長 2017/04/01 30年 2047/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2016年度 労務・研修 労務 平成28年度労使協定書・協定届 総務部職員課長 2017/04/01 30年 2047/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 移管

2016年度 労務・研修 名誉教授 平成28年度名誉教授称号授与関係 総務部職員課長 2017/04/01 無期限 ------ 紙 職員課事務室 総務部職員課長 対象者全員死亡後移管

2017年度 労務・研修 研修 平成29年度学内研修（語学研修） 総務部職員課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2017年度 労務・研修 研修 平成29年度（新規採用職員研修）1/2 総務部職員課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2017年度 労務・研修 研修 平成29年度（新規採用職員研修）2/2 総務部職員課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2017年度 労務・研修 調査 平成29年度各種調査1/2 総務部職員課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2017年度 労務・研修 調査 平成29年度各種調査2/2 総務部職員課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2017年度 労務・研修 会議 平成29年度学外各種会議 総務部職員課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2017年度 労務・研修 会議 平成29年度東海・北陸地区人事担当課長会議 総務部職員課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2017年度 労務・研修 雑件 平成29年度雑件 総務部職員課長 2018/04/01 3年 2021/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2017年度 労務・研修 研修 平成29年度学内研修（階層別研修） 総務部職員課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2017年度 労務・研修 研修 平成29年度学内研修（キャリアアップ研修） 総務部職員課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2017年度 労務・研修 雑件 平成29年度発注書 総務部職員課長 2018/04/01 3年 2021/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2017年度 労務・研修 調査 平成29年度予算関係 総務部職員課長 2018/04/01 3年 2021/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2017年度 労務・研修 研修 平成29年度各種研修（その他） 総務部職員課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄
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2017年度 労務・研修 研修 平成29年度国大協・研修関係 総務部職員課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2017年度 労務・研修 研修 平成29年度各種研修（派遣研修・技術職員研修等） 総務部職員課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2017年度 労務・研修 労務 平成29年度過半数代表者の選出手続き 総務部職員課長 2018/04/01 10年 2028/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2017年度 労務・研修 会議 平成29年度　B・H　役員会等提出議題等1/4 総務部職員課長 2018/04/01 無期限 --- 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2017年度 労務・研修 会議 平成29年度　B・H　役員会等提出議題等2/4 総務部職員課長 2018/04/01 無期限 --- 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2017年度 労務・研修 会議 平成29年度　B・H　役員会等提出議題等3/4 総務部職員課長 2018/04/01 無期限 --- 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2017年度 労務・研修 労務 平成29年度過半数代表者等委員会 総務部職員課長 2018/04/01 10年 2028/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 移管

2017年度 労務・研修 労務 平成29年度労使協定書・協定届 総務部職員課長 2018/04/01 30年 2048/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 移管

2017年度 労務・研修 労務 平成29年度時間外労働労使協議 総務部職員課長 2018/04/01 10年 2028/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2017年度 労務・研修 労務 平成29年度適用事業報告・就業規則(変更)届 総務部職員課長 2018/04/01 30年 2048/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2017年度 労務・研修 労務 平成29年度 労働基準監督署関係 総務部職員課長 2018/04/01 30年 2048/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2017年度 労務・研修 ハラスメント 平成29年度ハラスメント相談センター相談員・経費関係 総務部職員課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2017年度 労務・研修 ハラスメント 相談記録（申立に至らなかったもの） 総務部職員課長 2018/04/01 10年 2028/03/31 紙 ハラスメント相談センター 総務部職員課長 廃棄

2017年度 労務・研修 ハラスメント 平成29年度ハラスメント関係苦情申立 総務部職員課長 2018/04/01 10年 2028/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2017年度 労務・研修 ハラスメント 平成29年度ハラスメント防止対策委員会 総務部職員課長 2018/04/01 10年 2028/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 移管

2017年度 労務・研修 ハラスメント 相談記録（申立に至ったもの） 総務部職員課長 2018/04/01 20年 2038/03/31 紙 ハラスメント相談センター 総務部職員課長 廃棄

2018年度 労務・研修 研修 平成30年度学内研修（語学研修） 総務部職員課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2018年度 労務・研修 研修 平成30年度（新規採用職員研修）1/2 総務部職員課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2018年度 労務・研修 研修 平成30年度（新規採用職員研修）2/2 総務部職員課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2018年度 労務・研修 研修 平成30年度学内研修（階層別研修） 総務部職員課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2018年度 労務・研修 研修 平成30年度学内研修（キャリアアップ研修） 総務部職員課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2018年度 労務・研修 雑件 平成30年度発注書 総務部職員課長 2019/04/01 3年 2022/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2018年度 労務・研修 調査 平成30年度予算関係 総務部職員課長 2019/04/01 3年 2022/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2018年度 労務・研修 研修 平成30年度各種研修（その他） 総務部職員課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2018年度 労務・研修 研修 平成30年度国大協・研修関係 総務部職員課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2018年度 労務・研修 研修 平成30年度各種研修（派遣研修・技術職員研修等） 総務部職員課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄
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2018年度 労務・研修 調査 平成30年度各種調査1/2 総務部職員課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2018年度 労務・研修 調査 平成30年度各種調査2/2 総務部職員課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2018年度 労務・研修 会議 平成30年度　B・H　役員会等提出議題等1/2 総務部職員課長 2019/04/01 無期限 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2018年度 労務・研修 会議 平成30年度　B・H　役員会等提出議題等2/2 総務部職員課長 2019/04/01 無期限 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2018年度 労務・研修 雑件 平成30年度雑件 総務部職員課長 2019/04/01 3年 2022/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2018年度 労務・研修 会議 平成30年度学外各種会議 総務部職員課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2018年度 労務・研修 会議 平成30年度東海・北陸地区人事担当課長会議 総務部職員課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2018年度 労務・研修 会議 平成30年度東海・北陸地区管理事務協議会 総務部職員課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2018年度 労務・研修 労務 平成30年度過半数代表者等委員会 総務部職員課長 2019/04/01 10年 2029/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2018年度 労務・研修 労務 平成30年度時間外労働協議 総務部職員課長 2019/04/01 10年 2029/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2018年度 労務・研修 労務 平成30年度 労働基準監督署関係 総務部職員課長 2019/04/01 30年 2049/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2018年度 労務・研修 労務 平成30年度労使協定書・協定届 総務部職員課長 2019/04/01 30年 2049/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 移管

2018年度 労務・研修 労務 平成30年度適用事業報告・就業規則(変更)届 総務部職員課長 2018/04/01 30年 2048/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2018年度 労務・研修 雑件 平成30年度タクシーチケット関係綴り 総務部職員課長 2019/04/01 1年 2020/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2018年度 福祉 名誉教授 平成30年度名誉教授称号授与（平成29年4月授与） 総務部職員課長 2019/04/01 無期限 ------ 紙 職員課事務室 総務部職員課長 対象者全員死亡後移管

2018年度 福祉 名誉教授 平成30年度名誉教授称号授与式 総務部職員課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2018年度 福祉 栄典 平成30年秋生存者叙勲申請 総務部職員課長 2019/04/01 30年 2049/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 移管

2018年度 福祉 栄典 平成30年春生存者叙勲申請 総務部職員課長 2019/04/01 30年 2049/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 移管

2018年度 福祉 栄典 平成30年秋紫綬褒章具申 総務部職員課長 2019/04/01 30年 2049/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 移管

2018年度 福祉 栄典 平成30年度紺綬褒章具申 総務部職員課長 2019/04/01 30年 2049/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 移管

2018年度 福祉 栄典 平成30年度死亡叙位叙勲申請 総務部職員課長 2019/04/01 10年 2029/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 移管

2018年度 福祉 表彰 平成30年度永年勤続者表彰 総務部職員課長 2019/04/01 10年 2029/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 移管

2018年度 福祉 表彰 平成30年度文部科学大臣表彰科学技術賞・若手科学者賞／医学教育等功労者 総務部職員課長 2019/04/01 30年 2049/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 移管

2018年度 労務・研修 ハラスメント 平成30年度ハラスメント相談センター相談員・経費関係 総務部職員課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄

2018年度 労務・研修 ハラスメント 相談記録（申立に至らなかったもの） 総務部職員課長 2019/04/01 10年 2029/03/31 紙 ハラスメント相談センター 総務部職員課長 廃棄

2018年度 労務・研修 ハラスメント 平成30年度ハラスメント関係苦情申立 総務部職員課長 2019/04/01 10年 2029/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 廃棄
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2018年度 労務・研修 ハラスメント 平成30年度ハラスメント防止対策委員会 総務部職員課長 2019/04/01 10年 2029/03/31 紙 職員課事務室 総務部職員課長 移管

2018年度 労務・研修 ハラスメント 相談記録（申立に至ったもの） 総務部職員課長 2019/04/01 20年 2039/03/31 紙 ハラスメント相談センター 総務部職員課長 廃棄
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