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1971年度 調査企画 申請書等 昭和46年度計画通知書等
名古屋大学事務局施設
部企画課企画掛

1972/4/1 常用 - 紙 倉庫 施設管理部施設企画課長 廃棄
当該建築物等が取り壊されしだい廃棄す
る。

1972年度 調査企画 申請書等 昭和47年度計画通知書等
名古屋大学事務局施設
部企画課企画掛

1973/4/1 常用 - 紙 倉庫 施設管理部施設企画課長 廃棄
当該建築物等が取り壊されしだい廃棄す
る。

1973年度 調査企画 申請書等 昭和48年度計画通知書等
名古屋大学事務局施設
部企画課企画掛

1974/4/1 常用 - 紙 倉庫 施設管理部施設企画課長 廃棄
当該建築物等が取り壊されしだい廃棄す
る。

1974年度 調査企画 申請書等 昭和49年度計画通知書等
名古屋大学事務局施設
部企画課企画掛

1975/4/1 常用 - 紙 倉庫 施設管理部施設企画課長 廃棄
当該建築物等が取り壊されしだい廃棄す
る。

1975年度 調査企画 申請書等 昭和50年度計画通知書等
名古屋大学事務局施設
部企画課企画掛

1976/4/1 常用 - 紙 倉庫 施設管理部施設企画課長 廃棄
当該建築物等が取り壊されしだい廃棄す
る。

1976年度 調査企画 申請書等 昭和51年度計画通知書等
名古屋大学事務局施設
部企画課企画掛

1977/4/1 常用 - 紙 倉庫 施設管理部施設企画課長 廃棄
当該建築物等が取り壊されしだい廃棄す
る。

1977年度 調査企画 申請書等 昭和52年度計画通知書等
名古屋大学事務局施設
部企画課企画掛

1978/4/1 常用 - 紙 倉庫 施設管理部施設企画課長 廃棄
当該建築物等が取り壊されしだい廃棄す
る。

1978年度 調査企画 申請書等 昭和53年度計画通知書等
名古屋大学事務局施設
部企画課企画掛

1979/4/1 常用 - 紙 倉庫 施設管理部施設企画課長 廃棄
当該建築物等が取り壊されしだい廃棄す
る。

1979年度 調査企画 申請書等 昭和54年度計画通知書等
名古屋大学事務局施設
部企画課企画掛

1980/4/1 常用 - 紙 倉庫 施設管理部施設企画課長 廃棄
当該建築物等が取り壊されしだい廃棄す
る。

1980年度 調査企画 申請書等 昭和55年度計画通知書等
名古屋大学事務局施設
部企画課企画掛

1981/4/1 常用 - 紙 倉庫 施設管理部施設企画課長 廃棄
当該建築物等が取り壊されしだい廃棄す
る。

1981年度 調査企画 申請書等 昭和56年度計画通知書等
名古屋大学事務局施設
部企画課企画掛

1982/4/1 常用 - 紙 倉庫 施設管理部施設企画課長 廃棄
当該建築物等が取り壊されしだい廃棄す
る。

1982年度 調査企画 申請書等 昭和57年度計画通知書等
名古屋大学事務局施設
部企画課企画掛

1983/4/1 常用 - 紙 倉庫 施設管理部施設企画課長 廃棄
当該建築物等が取り壊されしだい廃棄す
る。

1983年度 調査企画 申請書等 昭和58年度計画通知書等
名古屋大学事務局施設
部企画課企画掛

1984/4/1 常用 - 紙 倉庫 施設管理部施設企画課長 廃棄
当該建築物等が取り壊されしだい廃棄す
る。

1984年度 調査企画 申請書等 昭和59年度計画通知書等
名古屋大学事務局施設
部企画課企画掛

1985/4/1 常用 - 紙 倉庫 施設管理部施設企画課長 廃棄
当該建築物等が取り壊されしだい廃棄す
る。

1985年度 調査企画 申請書等 昭和60年度計画通知書等
名古屋大学事務局施設
部企画課企画掛

1986/4/1 常用 - 紙 倉庫 施設管理部施設企画課長 廃棄
当該建築物等が取り壊されしだい廃棄す
る。

1986年度 調査企画 申請書等 昭和61年度計画通知書等
名古屋大学事務局施設
部企画課企画掛

1987/4/1 常用 - 紙 倉庫 施設管理部施設企画課長 廃棄
当該建築物等が取り壊されしだい廃棄す
る。

1987年度 調査企画 申請書等 昭和62年度計画通知書等
名古屋大学事務局施設
部企画課企画掛

1988/4/1 常用 - 紙 倉庫 施設管理部施設企画課長 廃棄
当該建築物等が取り壊されしだい廃棄す
る。

1988年度 調査企画 申請書等 昭和63年度計画通知書等
名古屋大学事務局施設
部企画課企画掛

1989/4/1 常用 - 紙 倉庫 施設管理部施設企画課長 廃棄
当該建築物等が取り壊されしだい廃棄す
る。

1989年度 調査企画 申請書等 平成1年度計画通知書等
名古屋大学事務局施設
部企画課企画掛

1990/4/1 常用 - 紙 倉庫 施設管理部施設企画課長 廃棄
当該建築物等が取り壊されしだい廃棄す
る。

1990年度 調査企画 申請書等 平成2年度計画通知書等
名古屋大学事務局施設
部企画課企画掛

1991/4/1 常用 - 紙 倉庫 施設管理部施設企画課長 廃棄
当該建築物等が取り壊されしだい廃棄す
る。

1990年度 調査企画 施設計画 平成2年度実施計画案調書
名古屋大学事務局施設
部企画課企画掛

1991/4/1 30年 2021/3/31 紙 倉庫 施設管理部施設企画課長 廃棄

1991年度 調査企画 申請書等 平成3年度計画通知書等
名古屋大学事務局施設
部企画課企画掛

1992/4/1 常用 - 紙 倉庫 施設管理部施設企画課長 廃棄
当該建築物等が取り壊されしだい廃棄す
る。

1992年度 調査企画 申請書等 平成4年度計画通知書等
名古屋大学事務局施設
部企画課企画掛

1993/4/1 常用 - 紙 倉庫 施設管理部施設企画課長 廃棄
当該建築物等が取り壊されしだい廃棄す
る。

1992年度 調査企画 施設計画 平成4年度実施計画案調書
名古屋大学事務局施設
部企画課企画掛

1993/4/1 30年 2023/3/31 紙 倉庫 施設管理部施設企画課長 廃棄

1993年度 調査企画 申請書等 平成5年度計画通知書等
名古屋大学事務局施設
部企画課企画掛

1994/4/1 常用 - 紙 倉庫 施設管理部施設企画課長 廃棄
当該建築物等が取り壊されしだい廃棄す
る。

1993年度 調査企画 施設計画 平成5年度実施計画案調書
名古屋大学事務局施設
部企画課企画掛

1994/4/1 30年 2024/3/31 紙 倉庫 施設管理部施設企画課長 廃棄

1994年度 調査企画 申請書等 平成6年度計画通知書等
名古屋大学事務局施設
部企画課企画掛

1995/4/1 常用 - 紙 倉庫 施設管理部施設企画課長 廃棄
当該建築物等が取り壊されしだい廃棄す
る。

1994年度 調査企画 施設計画 平成6年度実施計画案調書
名古屋大学事務局施設
部企画課企画掛

1995/4/1 30年 2025/3/31 紙 倉庫 施設管理部施設企画課長 廃棄

1995年度 調査企画 申請書等 平成7年度計画通知書等
名古屋大学事務局施設
部企画課企画掛

1996/4/1 常用 - 紙 倉庫 施設管理部施設企画課長 廃棄
当該建築物等が取り壊されしだい廃棄す
る。

1995年度 調査企画 施設計画 平成7年度実施計画案調書
名古屋大学事務局施設
部企画課企画掛

1996/4/1 30年 2026/3/31 紙 倉庫 施設管理部施設企画課長 廃棄

1996年度 調査企画 申請書等 平成8年度計画通知書等
名古屋大学事務局施設
部企画課企画掛

1997/4/1 常用 - 紙 倉庫 施設管理部施設企画課長 廃棄
当該建築物等が取り壊されしだい廃棄す
る。

1996年度 調査企画 施設計画 平成8年度実施計画案調書
名古屋大学事務局施設
部企画課企画掛

1997/4/1 30年 2027/3/31 紙 倉庫 施設管理部施設企画課長 廃棄
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1997年度 調査企画 申請書等 平成9年度計画通知書等
名古屋大学事務局施設
部企画課企画掛

1998/4/1 常用 - 紙 倉庫 施設管理部施設企画課長 廃棄
当該建築物等が取り壊されしだい廃棄す
る。

1997年度 調査企画 施設計画 平成9年度実施計画案調書
名古屋大学事務局施設
部企画課企画掛

1998/4/1 30年 2028/3/31 紙 倉庫 施設管理部施設企画課長 廃棄

1998年度 調査企画 申請書等 平成10年度計画通知書等
名古屋大学事務局施設
部企画課企画掛

1999/4/1 常用 - 紙 倉庫 施設管理部施設企画課長 廃棄
当該建築物等が取り壊されしだい廃棄す
る。

1998年度 調査企画 施設計画 平成10年度実施計画案調書
名古屋大学事務局施設
部企画課企画掛

1999/4/1 30年 2029/3/31 紙 倉庫 施設管理部施設企画課長 廃棄

1999年度 調査企画 申請書等 平成11年度計画通知書等
名古屋大学事務局施設
部企画課企画掛

2000/4/1 常用 - 紙 倉庫 施設管理部施設企画課長 廃棄
当該建築物等が取り壊されしだい廃棄す
る。

1999年度 調査企画 施設計画 平成11年度実施計画案調書
名古屋大学事務局施設
部企画課企画掛

2000/4/1 30年 2030/3/31 紙 倉庫 施設管理部施設企画課長 廃棄

2000年度 調査企画 申請書等 平成12年度計画通知書等
名古屋大学事務局施設
部企画課企画掛

2001/4/1 常用 - 紙 倉庫 施設管理部施設企画課長 廃棄
当該建築物等が取り壊されしだい廃棄す
る。

2000年度 調査企画 施設計画 平成12年度実施計画案調書
名古屋大学事務局施設
部企画課企画掛

2001/4/1 30年 2031/3/31 紙 倉庫 施設管理部施設企画課長 廃棄

2001年度 調査企画 申請書等 平成13年度計画通知書等
名古屋大学事務局施設
部企画課企画掛

2002/4/1 常用 - 紙 倉庫 施設管理部施設企画課長 廃棄
当該建築物等が取り壊されしだい廃棄す
る。

2001年度 調査企画 施設計画 平成13年度実施計画案調書
名古屋大学事務局施設
部企画課企画掛

2002/4/1 30年 2032/3/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2002年度 調査企画 申請書等 平成14年度計画通知書等
名古屋大学事務局施設
部企画課企画掛

2003/4/1 常用 - 紙 倉庫 施設管理部施設企画課長 廃棄
当該建築物等が取り壊されしだい廃棄す
る。

2002年度 調査企画 施設計画 平成14年度実施計画案調書
名古屋大学事務局施設
部企画課企画掛

2003/4/1 30年 2033/3/31 紙 倉庫 施設管理部施設企画課長 廃棄

2003年度 調査企画 申請書等 平成15年度計画通知書等
名古屋大学事務局施設
部企画課企画掛

2004/4/1 常用 - 紙 倉庫 施設管理部施設企画課長 廃棄
当該建築物等が取り壊されしだい廃棄す
る。

2003年度 調査企画 施設計画 平成15年度実施計画案調書
名古屋大学事務局施設
部企画課企画掛

2004/4/1 30年 2034/3/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2004年度 調査企画 申請書等 平成16年度計画通知書等
名古屋大学事務局施設
管理部施設企画課調査

2005/4/1 常用 - 紙 倉庫 施設管理部施設企画課長 廃棄
当該建築物等が取り壊されしだい廃棄す
る。

2004年度 計画推進 施設計画 平成16年度実施計画案調書
名古屋大学事務局施設
管理部施設企画課計画

2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2004年度 調査企画 交付申請 平成16年度施設整備費補助金･施設費交付申請書
名古屋大学事務局施設
管理部施設企画課調査

2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 倉庫 施設管理部施設企画課長 廃棄

2005年度 調査企画 申請書等 平成17年度計画通知書等
名古屋大学事務局施設
管理部施設企画課調査

2006/4/1 常用 - 紙 倉庫 施設管理部施設企画課長 廃棄
当該建築物等が取り壊されしだい廃棄す
る。

2005年度 計画推進 施設計画 平成17年度実施計画案調書
名古屋大学事務局施設
管理部施設企画課計画

2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 倉庫 施設管理部施設企画課長 廃棄

2005年度 調査企画 交付申請 平成17年度施設整備費補助金･施設費交付申請書
名古屋大学事務局施設
管理部施設企画課調査

2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 倉庫 施設管理部施設企画課長 廃棄

2006年度 調査企画 申請書等 平成18年度計画通知書等
名古屋大学事務局施設
管理部施設企画課調査

2007/4/1 常用 - 紙 倉庫 施設管理部施設企画課長 廃棄
当該建築物等が取り壊されしだい廃棄す
る。

2006年度 計画推進 施設計画 平成18年度実施計画案調書
名古屋大学事務局施設
管理部施設企画課計画

2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 倉庫 施設管理部施設企画課長 廃棄

2006年度 調査企画 交付申請 平成18年度施設整備費補助金･施設費交付申請書
名古屋大学事務局施設
管理部施設企画課調査

2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 倉庫 施設管理部施設企画課長 廃棄

2007年度 予算管理 工事契約伺
名古屋大学医学部附属病院外来診療棟（建築）基本設計
業務

名古屋大学事務局施設
管理部施設企画課予算

2008/4/1 14年 2022/04/01 紙 倉庫(１階） 施設管理部施設企画課長 移管
当初の保存期間満了日：2015年3月31日
保存期間：7年

2007年度 調査企画 申請書等 平成19年度計画通知書等
名古屋大学事務局施設
管理部施設企画課調査

2008/4/1 常用 - 紙 倉庫 施設管理部施設企画課長 廃棄
当該建築物等が取り壊されしだい廃棄す
る。

2007年度 計画推進 施設計画 平成19年度実施計画案調書
名古屋大学事務局施設
管理部施設企画課計画

2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 倉庫 施設管理部施設企画課長 廃棄

2007年度 調査企画 交付申請 平成19年度施設整備費補助金･施設費交付申請書
名古屋大学事務局施設
管理部施設企画課調査

2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 倉庫 施設管理部施設企画課長 廃棄

2008年度 調査企画 申請書等 平成20年度計画通知書等
名古屋大学事務局施設
管理部施設企画課調査

2009/4/1 常用 - 紙 倉庫 施設管理部施設企画課長 廃棄
当該建築物等が取り壊されしだい廃棄す
る。

2008年度 計画推進 施設計画 平成20年度実施計画案調書
名古屋大学事務局施設
管理部施設企画課計画

2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 倉庫 施設管理部施設企画課長 廃棄

2008年度 調査企画 交付申請 平成20年度施設整備費補助金･施設費交付申請書
名古屋大学事務局施設
管理部施設企画課調査

2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2009年度 調査企画 申請書等 平成21年度計画通知書等
名古屋大学事務局施設
管理部施設企画課調査

2010/4/1 常用 - 紙 倉庫 施設管理部施設企画課長 廃棄
当該建築物等が取り壊されしだい廃棄す
る。

2009年度 計画推進 施設計画 平成21年度実施計画案調書
名古屋大学事務局施設
管理部施設企画課計画

2010/4/1 30年 2040/3/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄
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2009年度 調査企画 交付申請 平成21年度施設整備費補助金･施設費交付申請書
名古屋大学事務局施設
管理部施設企画課調査

2010/4/1 30年 2040/3/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2010年度 施設企画 会議 平成22年度施設計画・マネジメント委員会
名古屋大学事務局施設
管理部施設企画課（補

2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 移管

2010年度 調査企画 申請書等 平成22年度計画通知書等
名古屋大学事務局施設
管理部施設企画課調査

2011/4/1 常用 - 紙 倉庫 施設管理部施設企画課長 廃棄
当該建築物等が取り壊されしだい廃棄す
る。

2010年度 計画推進 予算要求 平成22年度概算要求書
名古屋大学事務局施設
管理部施設企画課計画

2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2010年度 計画推進 施設計画 平成22年度実施計画案調書
名古屋大学事務局施設
管理部施設企画課計画

2011/4/1 30年 2041/3/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2010年度 調査企画 交付申請 平成22年度施設整備費補助金･施設費交付申請書
名古屋大学事務局施設
管理部施設企画課調査

2011/4/1 30年 2041/3/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2011年度 施設企画 会議 平成23年度施設計画・マネジメント委員会
名古屋大学事務局施設
管理部施設企画課（補

2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 移管

2011年度 調査企画 申請書等 平成23年度計画通知書等
名古屋大学事務局施設
管理部施設企画課調査

2012/4/1 常用 - 紙 倉庫 施設管理部施設企画課長 廃棄
当該建築物等が取り壊されしだい廃棄す
る。

2011年度 計画推進 予算要求 平成23年度概算要求書
名古屋大学事務局施設
管理部施設企画課計画

2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2011年度 計画推進 施設計画 平成23年度実施計画案調書
名古屋大学事務局施設
管理部施設企画課計画

2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2011年度 調査企画 交付申請 平成23年度施設整備費補助金･施設費交付申請書
名古屋大学事務局施設
管理部施設企画課調査

2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2012年度 総務 人事 平成24年度人事関係綴　　2/2
名古屋大学事務局施設
管理部施設企画課総務

2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2012年度 総務 人事 平成24年度人事関係綴　　1/2
名古屋大学事務局施設
管理部施設企画課総務

2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2012年度 施設企画 会議 平成24年度施設計画・マネジメント委員会
名古屋大学事務局施設
管理部施設企画課（補

2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 移管

2012年度 調査企画 実態調査 平成24年度施設実態調査
名古屋大学事務局施設
部企画課企画掛

2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2012年度 調査企画 申請書等 平成24年度計画通知書等
名古屋大学事務局施設
管理部施設企画課調査

2013/4/1 常用 - 紙 倉庫 施設管理部施設企画課長 廃棄
当該建築物等が取り壊されしだい廃棄す
る。

2012年度 計画推進 予算要求 平成24年度概算要求書
名古屋大学事務局施設
管理部施設企画課計画

2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2012年度 計画推進 施設計画 平成24年度実施計画案調書
名古屋大学事務局施設
管理部施設企画課計画

2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2012年度 調査企画 交付申請 平成24年度施設整備費補助金･施設費交付申請書
名古屋大学事務局施設
管理部施設企画課調査

2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2013年度 予算管理 工事契約伺
名古屋大学（東山）減災連携研究拠点施設新営その他工
事（設計変更④）

名古屋大学事務局施設
管理部施設企画課予算

2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2013年度 予算管理 工事契約伺
名古屋大学（東山）減災連携研究拠点施設新営その他電
気設備工事（設計変更②）

名古屋大学事務局施設
管理部施設企画課予算

2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2013年度 予算管理 工事契約伺
名古屋大学（東山）減災連携研究拠点施設新営その他機
械設備工事（設計変更）

名古屋大学事務局施設
管理部施設企画課予算

2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2013年度 予算管理 工事契約伺
名古屋大学（鶴舞）医系研究棟３号館新営その他機械設
備工事（設計変更②）

名古屋大学事務局施設
管理部施設企画課予算

2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2013年度 予算管理 工事契約伺
名古屋大学（鶴舞）医系研究棟３号館新営その他電気設
備工事（設計変更）

名古屋大学事務局施設
管理部施設企画課予算

2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2013年度 予算管理 工事契約伺
名古屋大学（東山他）工学部２号館等放送設備工事（設
計変更①）

名古屋大学事務局施設
管理部施設企画課予算

2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2013年度 予算管理 工事契約伺
名古屋大学（東山他）工学部２号館等放送設備工事（設
計変更②）

名古屋大学事務局施設
管理部施設企画課予算

2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2013年度 予算管理 工事契約伺
名古屋大学（東山）総合研究棟（地域環境系）新営その他
工事（設計変更③）

名古屋大学事務局施設
管理部施設企画課予算

2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2013年度 予算管理 工事契約伺
名古屋大学（東山）総合保体科学センター等空気調和設
備改修工事

名古屋大学事務局施設
管理部施設企画課予算

2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2013年度 予算管理 工事契約伺
名古屋大学（東山）総合保体科学センター等空気調和設
備改修工事（設計変更①）

名古屋大学事務局施設
管理部施設企画課予算

2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2013年度 予算管理 工事契約伺
名古屋大学（東山）総合保体科学センター等空気調和設
備改修工事（設計変更②）

名古屋大学事務局施設
管理部施設企画課予算

2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2013年度 予算管理 工事契約伺 名古屋大学（東山）全学教育棟Ａ館改修工事
名古屋大学事務局施設
管理部施設企画課予算

2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2013年度 予算管理 工事契約伺 名古屋大学（東山）全学教育棟A館改修電気設備工事
名古屋大学事務局施設
管理部施設企画課予算

2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄
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2013年度 予算管理 工事契約伺
名古屋大学（東山）全学教育棟A館改修電気設備工事
（設計変更）

名古屋大学事務局施設
管理部施設企画課予算

2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2013年度 予算管理 工事契約伺 名古屋大学（東山）全学教育棟Ａ館改修機械設備工事
名古屋大学事務局施設
管理部施設企画課予算

2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2013年度 予算管理 工事契約伺
名古屋大学（東山）全学教育棟Ａ館改修機械設備工事
（設計変更）

名古屋大学事務局施設
管理部施設企画課予算

2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2013年度 予算管理 工事契約伺 名古屋大学（附中高）校舎改修その他工事
名古屋大学事務局施設
管理部施設企画課予算

2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2013年度 予算管理 工事契約伺 名古屋大学（附中高）校舎改修その他工事（設計変更①）
名古屋大学事務局施設
管理部施設企画課予算

2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2013年度 予算管理 工事契約伺 名古屋大学（附中高）校舎改修その他工事（設計変更②）
名古屋大学事務局施設
管理部施設企画課予算

2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2013年度 予算管理 工事契約伺 名古屋大学（附中高）校舎改修その他工事（設計変更③）
名古屋大学事務局施設
管理部施設企画課予算

2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2013年度 予算管理 工事契約伺 名古屋大学（附中高）校舎改修その他工事（設計変更④）
名古屋大学事務局施設
管理部施設企画課予算

2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2013年度 予算管理 工事契約伺 名古屋大学（附中高）校舎改修その他電気設備工事
名古屋大学事務局施設
管理部施設企画課予算

2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2013年度 予算管理 工事契約伺
名古屋大学（附中高）校舎改修その他電気設備工事（設
計変更）

名古屋大学事務局施設
管理部施設企画課予算

2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2013年度 予算管理 工事契約伺 名古屋大学（附中高）校舎改修その他機械設備工事
名古屋大学事務局施設
管理部施設企画課予算

2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2013年度 予算管理 工事契約伺
名古屋大学（附中高）校舎改修その他機械設備工事（設
計変更）

名古屋大学事務局施設
管理部施設企画課予算

2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2013年度 予算管理 工事契約伺 名古屋大学（医病）病棟等昇降機設備改修工事
名古屋大学事務局施設
管理部施設企画課予算

2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2013年度 予算管理 工事契約伺 名古屋大学（農）管理棟改修工事
名古屋大学事務局施設
管理部施設企画課予算

2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2013年度 予算管理 工事契約伺 名古屋大学（農）管理棟改修電気設備工事
名古屋大学事務局施設
管理部施設企画課予算

2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2013年度 予算管理 工事契約伺 名古屋大学（農）管理棟改修機械設備工事
名古屋大学事務局施設
管理部施設企画課予算

2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2013年度 予算管理 工事契約伺 名古屋大学（農）管理棟改修機械設備工事（設計変更）
名古屋大学事務局施設
管理部施設企画課予算

2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2013年度 予算管理 工事契約伺 名古屋大学（東山)基幹整備（中央監視設備)工事
名古屋大学事務局施設
管理部施設企画課予算

2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2013年度 予算管理 工事契約伺
名古屋大学（東山)環境医学研究所北館等照明器具取替
工事

名古屋大学事務局施設
管理部施設企画課予算

2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2013年度 予算管理 工事契約伺 名古屋大学（東山）職員クラブ改修その他工事
名古屋大学事務局施設
管理部施設企画課予算

2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2013年度 予算管理 工事契約伺 名古屋大学（東山）基幹整備（給水設備等）工事
名古屋大学事務局施設
管理部施設企画課予算

2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2013年度 予算管理 工事契約伺
名古屋大学（東山）基幹整備（給水設備等）工事（設計変
更）

名古屋大学事務局施設
管理部施設企画課予算

2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2013年度 予算管理 工事契約伺 名古屋大学（東山）総合研究棟（工学系）改修その他工事
名古屋大学事務局施設
管理部施設企画課予算

2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2013年度 予算管理 工事契約伺
名古屋大学（東山）総合研究棟（工学系）改修その他工事
（設計変更）

名古屋大学事務局施設
管理部施設企画課予算

2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2013年度 予算管理 工事契約伺
名古屋大学（東山）総合研究棟（工学系）改修その他電気
設備工事

名古屋大学事務局施設
管理部施設企画課予算

2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2013年度 予算管理 工事契約伺
名古屋大学（東山）総合研究棟（工学系）改修その他電気
設備工事（設計変更）

名古屋大学事務局施設
管理部施設企画課予算

2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2013年度 予算管理 工事契約伺
名古屋大学（東山）総合研究棟（工学系）改修その他機械
設備工事

名古屋大学事務局施設
管理部施設企画課予算

2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2013年度 予算管理 工事契約伺
名古屋大学（東山）総合研究棟（工学系）改修その他機械
設備工事（設計変更）

名古屋大学事務局施設
管理部施設企画課予算

2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2013年度 予算管理 工事契約伺 名古屋大学（東山）図書館改修工事
名古屋大学事務局施設
管理部施設企画課予算

2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2013年度 予算管理 工事契約伺 名古屋大学（東山）図書館改修工事（設計変更①）
名古屋大学事務局施設
管理部施設企画課予算

2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2013年度 予算管理 工事契約伺 名古屋大学（東山）図書館改修工事（設計変更②）
名古屋大学事務局施設
管理部施設企画課予算

2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2013年度 予算管理 工事契約伺 名古屋大学（東山）留学生センター等改修機械設備工事
名古屋大学事務局施設
管理部施設企画課予算

2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄
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2013年度 予算管理 工事契約伺 名古屋大学（東郷）基幹整備（受変電設備）工事
名古屋大学事務局施設
管理部施設企画課予算

2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2013年度 予算管理 工事契約伺 名古屋大学（東郷）基幹整備（排水設備等）工事
名古屋大学事務局施設
管理部施設企画課予算

2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2013年度 予算管理 工事契約伺 名古屋大学（東山）図書館改修電気設備工事
名古屋大学事務局施設
管理部施設企画課予算

2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2013年度 予算管理 工事契約伺 名古屋大学（東山）図書館改修機械設備工事
名古屋大学事務局施設
管理部施設企画課予算

2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2013年度 予算管理 工事契約伺 名古屋大学（理）廃棄物倉庫新営工事
名古屋大学事務局施設
管理部施設企画課予算

2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2013年度 予算管理 工事契約伺 名古屋大学（東山）６号井戸整備工事
名古屋大学事務局施設
管理部施設企画課予算

2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2013年度 予算管理 工事契約伺
名古屋大学（東山）トランスフォーマティブ生命分子研究
所新営その他工事

名古屋大学事務局施設
管理部施設企画課予算

2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2013年度 予算管理 工事契約伺 名古屋大学（東山)構内安全対策工事
名古屋大学事務局施設
管理部施設企画課予算

2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2013年度 予算管理 工事契約伺 名古屋大学（東山)構内安全対策工事（設計変更）
名古屋大学事務局施設
管理部施設企画課予算

2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2013年度 予算管理 工事契約伺
名古屋大学（東山)モビリティ・イノベーション・コンプレック
ス拠点施設新営工事

名古屋大学事務局施設
管理部施設企画課予算

2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2013年度 予算管理 工事契約伺
名古屋大学（東山)モビリティ・イノベーション・コンプレック
ス拠点施設新営機械設備工事

名古屋大学事務局施設
管理部施設企画課予算

2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2013年度 予算管理 工事契約伺 名古屋大学(東山)本部３号館等改修その他工事（不落）
名古屋大学事務局施設
管理部施設企画課予算

2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2013年度 予算管理 工事契約伺
名古屋大学（東山）ＦＯＲＥＳＴ名古屋大学（東）等改修そ
の他工事

名古屋大学事務局施設
管理部施設企画課予算

2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2013年度 予算管理 工事契約伺
名古屋大学（東山）トランスフォーマティブ生命分子研究
所新営その他電気設備工事

名古屋大学事務局施設
管理部施設企画課予算

2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2013年度 予算管理 工事契約伺
名古屋大学（東山）トランスフォーマティブ生命分子研究
所新営その他機械設備工事

名古屋大学事務局施設
管理部施設企画課予算

2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2013年度 予算管理 工事契約伺 名古屋大学（東郷）第二牛舎等改修工事
名古屋大学事務局施設
管理部施設企画課予算

2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2013年度 予算管理 工事契約伺
名古屋大学（東山)モビリティ・イノベーション・コンプレック
ス拠点施設新営電気設備工事

名古屋大学事務局施設
管理部施設企画課予算

2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2013年度 予算管理 工事契約伺 名古屋大学（東山）創薬科学研究教育拠点施設新営工事
名古屋大学事務局施設
管理部施設企画課予算

2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2013年度 予算管理 工事契約伺
名古屋大学（東山）創薬科学研究教育拠点施設新営電気
設備工事（不落）

名古屋大学事務局施設
管理部施設企画課予算

2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2013年度 予算管理 工事契約伺
名古屋大学（東山）創薬科学研究教育拠点施設新営機械
設備工事

名古屋大学事務局施設
管理部施設企画課予算

2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2013年度 予算管理 工事契約伺
名古屋大学（東山）創薬科学研究教育拠点施設新営電気
設備工事（指名）

名古屋大学事務局施設
管理部施設企画課予算

2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2013年度 予算管理 工事契約伺
名古屋大学（東山）創薬科学研究教育拠点施設新営設計
業務

名古屋大学事務局施設
管理部施設企画課予算

2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2013年度 予算管理 工事契約伺
名古屋大学（東山）創薬科学研究教育拠点施設新営設備
設計業務

名古屋大学事務局施設
管理部施設企画課予算

2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2013年度 予算管理 工事契約伺
モビリティ・イノベーション・コンプレックス拠点施設新営設
計業務

名古屋大学事務局施設
管理部施設企画課予算

2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2013年度 予算管理 工事契約伺
モビリティ・イノベーション・コンプレックス拠点施設新営設
備設計業務

名古屋大学事務局施設
管理部施設企画課予算

2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2013年度 予算管理 工事契約伺 名古屋大学（東山）構内安全対策設計業務
名古屋大学事務局施設
管理部施設企画課予算

2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2013年度 予算管理 工事契約伺 名古屋大学（東山）危険物貯蔵庫（理学系）改築設計業務
名古屋大学事務局施設
管理部施設企画課予算

2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2013年度 予算管理 工事契約伺
名古屋大学（東山）留学生センター等空調機更新設計業
務

名古屋大学事務局施設
管理部施設企画課予算

2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2013年度 予算管理 工事契約伺 名古屋大学（東山）職員クラブ改修設計業務
名古屋大学事務局施設
管理部施設企画課予算

2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2013年度 予算管理 工事契約伺 名古屋大学（東山）職員クラブ改修設備設計業務
名古屋大学事務局施設
管理部施設企画課予算

2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2013年度 予算管理 工事契約伺 名古屋大学（東山）ＦＯＲＥＳＴ（東）改修設計業務
名古屋大学事務局施設
管理部施設企画課予算

2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2013年度 予算管理 工事契約伺 名古屋大学（東山）第６屋外運動場倉庫改修設計業務
名古屋大学事務局施設
管理部施設企画課予算

2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄
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2013年度 予算管理 工事契約伺 名古屋大学（東郷）附属農場牛舎改修設計業務
名古屋大学事務局施設
管理部施設企画課予算

2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2013年度 予算管理 工事契約伺
名古屋大学（東山) 融合・連携型法国際人材育成拠点施
設新営設計業務

名古屋大学事務局施設
管理部施設企画課予算

2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2013年度 予算管理 工事契約伺
名古屋大学（東山）融合・連携型法国際人材育成拠点施
設新営設備設計業務

名古屋大学事務局施設
管理部施設企画課予算

2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2013年度 予算管理 工事契約伺 名古屋大学（東山）超高圧電子顕微鏡室耐震診断等業務
名古屋大学事務局施設
管理部施設企画課予算

2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2013年度 予算管理 工事契約伺 名古屋大学（東山）学生会館他耐力度調査等業務
名古屋大学事務局施設
管理部施設企画課予算

2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2013年度 予算管理 工事契約伺 名古屋大学（東山）外壁タイル調査業務
名古屋大学事務局施設
管理部施設企画課予算

2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2013年度 予算管理 工事契約伺
名古屋大学（東山）減災連携研究拠点施設新営その他工
事（設計変更①）

名古屋大学事務局施設
管理部施設企画課予算

2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2013年度 予算管理 工事契約伺
名古屋大学（東山）減災連携研究拠点施設新営その他工
事（設計変更②）

名古屋大学事務局施設
管理部施設企画課予算

2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2013年度 予算管理 工事契約伺
名古屋大学（東山）減災連携研究拠点施設新営その他工
事（設計変更③）

名古屋大学事務局施設
管理部施設企画課予算

2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2013年度 総務 人事 平成25年度人事関係綴
名古屋大学事務局施設
管理部施設企画課総務

2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2013年度 総務 服務 平成25年度勤務時間報告書
名古屋大学事務局施設
管理部施設企画課総務

2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2013年度 総務 服務 平成25年出勤簿
名古屋大学事務局施設
管理部施設企画課総務

2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2013年度 施設企画 会議 平成25年度施設計画・マネジメント委員会
名古屋大学事務局施設
管理部施設企画課（補

2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 移管

2013年度 計画推進 予算要求 平成25年度概算要求書
名古屋大学事務局施設
管理部施設企画課計画

2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2013年度 調査企画 実態調査 平成25年度施設実態調査
名古屋大学事務局施設
部企画課企画掛

2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2013年度 計画推進 施設計画 平成25年度実施計画案調書
名古屋大学事務局施設
管理部施設企画課計画

2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2013年度 調査企画 交付申請 平成25年度施設整備費補助金･施設費交付申請書
名古屋大学事務局施設
管理部施設企画課調査

2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2013年度 調査企画 申請書等 平成25年度計画通知書等
名古屋大学事務局施設
管理部施設企画課調査

2014/4/1 常用 - 紙 倉庫 施設管理部施設企画課長 廃棄
当該建築物等が取り壊されしだい廃棄す
る。

2014年度 予算管理 請負契約 平成26年工事成績評定
名古屋大学事務局施設
管理部施設企画課予算

2015/6/1 5年 2020/5/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2014年度 予算管理 請負契約 平成26年度指名（営業）停止関係通知
名古屋大学事務局施設
管理部施設企画課予算

2015/6/1 5年 2020/5/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2014年度 予算管理 工事契約伺
名古屋大学（医病）中央診療棟総合周産期母子医療セン
ター（GCU）改修機械設備その他工事

名古屋大学事務局施設
管理部施設企画課予算

2015/6/1 7年 2022/5/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2014年度 予算管理 工事契約伺
名古屋大学（東山）理学南館等非構造部材耐震対策その
他工事

名古屋大学事務局施設
管理部施設企画課予算

2015/6/1 7年 2022/5/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2014年度 予算管理 工事契約伺 名古屋大学（附中高）渡り廊下等改修工事
名古屋大学事務局施設
管理部施設企画課予算

2015/6/1 7年 2022/5/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2014年度 予算管理 工事契約伺
名古屋大学（東山）動物飼育心理実験室２階プレイルー
ム２改修工事

名古屋大学事務局施設
管理部施設企画課予算

2015/6/1 7年 2022/5/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2014年度 予算管理 工事契約伺 名古屋大学（東山）ＩＢ電子情報館改修機械設備工事
名古屋大学事務局施設
管理部施設企画課予算

2015/6/1 7年 2022/5/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2014年度 予算管理 工事契約伺
名古屋大学（東山）ＩＢ電子情報館改修機械設備工事（設
計変更）

名古屋大学事務局施設
管理部施設企画課予算

2015/6/1 7年 2022/5/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2014年度 予算管理 工事契約伺
名古屋大学（東山）情報基盤センター空調機器冷却装置
設置工事

名古屋大学事務局施設
管理部施設企画課予算

2015/6/1 7年 2022/5/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2014年度 予算管理 工事契約伺
名古屋大学（東山）モビリティ・イノベーション・コンプレック
ス拠点施設新営機械設備工事（設計変更①）①

名古屋大学事務局施設
管理部施設企画課予算

2015/6/1 7年 2022/5/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2014年度 予算管理 工事契約伺
名古屋大学（東山）モビリティ・イノベーション・コンプレック
ス拠点施設新営機械設備工事（変更契約）②

名古屋大学事務局施設
管理部施設企画課予算

2015/6/1 7年 2022/5/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2014年度 予算管理 工事契約伺
名古屋大学（東山）モビリティ・イノベーション・コンプレック
ス拠点施設新営機械設備工事（変更契約）③

名古屋大学事務局施設
管理部施設企画課予算

2015/6/1 7年 2022/5/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2014年度 予算管理 工事契約伺
名古屋大学（東山）モビリティ・イノベーション・コンプレック
ス拠点施設新営機械設備工事（設計変更②）④

名古屋大学事務局施設
管理部施設企画課予算

2015/6/1 7年 2022/5/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2014年度 予算管理 工事契約伺
名古屋大学（東山）モビリティ・イノベーション・コンプレック
ス拠点施設新営電気設備工事（設計変更①）①

名古屋大学事務局施設
管理部施設企画課予算

2015/6/1 7年 2022/5/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄
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2014年度 予算管理 工事契約伺
名古屋大学（東山）モビリティ・イノベーション・コンプレック
ス拠点施設新営電気設備工事（変更契約）②

名古屋大学事務局施設
管理部施設企画課予算

2015/6/1 7年 2022/5/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2014年度 予算管理 工事契約伺
名古屋大学（東山）モビリティ・イノベーション・コンプレック
ス拠点施設新営電気設備工事（変更契約）③

名古屋大学事務局施設
管理部施設企画課予算

2015/6/1 7年 2022/5/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2014年度 予算管理 工事契約伺
名古屋大学（東山）モビリティ・イノベーション・コンプレック
ス拠点施設新営電気設備工事（設計変更②）④

名古屋大学事務局施設
管理部施設企画課予算

2015/6/1 7年 2022/5/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2014年度 予算管理 工事契約伺 名古屋大学（東山）ＩＢ電子情報館建具改修工事
名古屋大学事務局施設
管理部施設企画課予算

2015/6/1 7年 2022/5/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2014年度 予算管理 工事契約伺
名古屋大学（東山）野依記念物質科学研究館等外構改修
工事

名古屋大学事務局施設
管理部施設企画課予算

2015/6/1 7年 2022/5/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2014年度 予算管理 工事契約伺
名古屋大学（東山）ＥＳ総合館非構造部材耐震対策その
他工事（不調）

名古屋大学事務局施設
管理部施設企画課予算

2015/6/1 7年 2022/5/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2014年度 予算管理 工事契約伺
名古屋大学（東山）ＥＳ総合館非構造部材耐震対策その
他工事（再度）

名古屋大学事務局施設
管理部施設企画課予算

2015/6/1 7年 2022/5/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2014年度 予算管理 工事契約伺 名古屋大学（東山）教育学部本館屋上防水改修工事
名古屋大学事務局施設
管理部施設企画課予算

2015/6/1 7年 2022/5/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2014年度 予算管理 工事契約伺 名古屋大学（東山）工学部１号館等照明器具取替工事
名古屋大学事務局施設
管理部施設企画課予算

2015/6/1 7年 2022/5/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2014年度 予算管理 工事契約伺
名古屋大学（東山）工学部１号館等照明器具取替工事
（設計変更）

名古屋大学事務局施設
管理部施設企画課予算

2015/6/1 7年 2022/5/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2014年度 予算管理 工事契約伺
名古屋大学（東山）ナショナルコンポジットセンター保管庫
新営その他工事

名古屋大学事務局施設
管理部施設企画課予算

2015/6/1 7年 2022/5/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2014年度 予算管理 工事契約伺 名古屋大学（東山）野球場改修工事
名古屋大学事務局施設
管理部施設企画課予算

2015/6/1 7年 2022/5/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2014年度 予算管理 工事契約伺
名古屋大学（東山）トランスフォーマティブ生命分子研究
所新営その他工事（設計変更①）

名古屋大学事務局施設
管理部施設企画課予算

2015/6/1 7年 2022/5/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2014年度 予算管理 工事契約伺
名古屋大学（東山）トランスフォーマティブ生命分子研究
所新営その他工事（設計変更②）

名古屋大学事務局施設
管理部施設企画課予算

2015/6/1 7年 2022/5/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2014年度 予算管理 工事契約伺
名古屋大学（東山）トランスフォーマティブ生命分子研究
所新営その他工事（設計変更③）

名古屋大学事務局施設
管理部施設企画課予算

2015/6/1 7年 2022/5/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2014年度 予算管理 工事契約伺
名古屋大学（東山）トランスフォーマティブ生命分子研究
所新営その他電気設備工事（設計変更①）

名古屋大学事務局施設
管理部施設企画課予算

2015/6/1 7年 2022/5/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2014年度 予算管理 工事契約伺
名古屋大学（東山）トランスフォーマティブ生命分子研究
所新営その他電気設備工事（設計変更②）

名古屋大学事務局施設
管理部施設企画課予算

2015/6/1 7年 2022/5/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2014年度 予算管理 工事契約伺
名古屋大学（東山）トランスフォーマティブ生命分子研究
所新営その他電気設備工事（設計変更③）

名古屋大学事務局施設
管理部施設企画課予算

2015/6/1 7年 2022/5/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2014年度 予算管理 工事契約伺
名古屋大学（東山）トランスフォーマティブ生命分子研究
所新営その他機械設備工事（設計変更①）

名古屋大学事務局施設
管理部施設企画課予算

2015/6/1 7年 2022/5/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2014年度 予算管理 工事契約伺
名古屋大学（東山）トランスフォーマティブ生命分子研究
所新営その他機械設備工事（設計変更②）

名古屋大学事務局施設
管理部施設企画課予算

2015/6/1 7年 2022/5/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2014年度 予算管理 工事契約伺
名古屋大学（東山）トランスフォーマティブ生命分子研究
所新営その他機械設備工事（設計変更③）

名古屋大学事務局施設
管理部施設企画課予算

2015/6/1 7年 2022/5/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2014年度 予算管理 工事契約伺 名古屋大学（東山）４号井戸整備工事
名古屋大学事務局施設
管理部施設企画課予算

2015/6/1 7年 2022/5/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2014年度 予算管理 工事契約伺 名古屋大学（大幸）ガラス温室新営工事
名古屋大学事務局施設
管理部施設企画課予算

2015/6/1 7年 2022/5/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2014年度 予算管理 工事契約伺
名古屋大学（東山）総合案内所前横断歩道等改修工事
（随契）

名古屋大学事務局施設
管理部施設企画課予算

2015/6/1 7年 2022/5/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2014年度 予算管理 工事契約伺 名古屋大学（東山）宇宙線望遠鏡室望遠鏡撤去工事
名古屋大学事務局施設
管理部施設企画課予算

2015/6/1 7年 2022/5/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2014年度 予算管理 工事契約伺
名古屋大学（東山）豊田講堂非構造部材耐震対策その他
工事（随契）

名古屋大学事務局施設
管理部施設企画課予算

2015/6/1 7年 2022/5/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2014年度 予算管理 工事契約伺
名古屋大学（東山）豊田講堂非構造部材耐震対策その他
工事（設計変更）

名古屋大学事務局施設
管理部施設企画課予算

2015/6/1 7年 2022/5/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2014年度 予算管理 工事契約伺
名古屋大学（東山）野依記念物質科学研究館前ベンチ改
修工事

名古屋大学事務局施設
管理部施設企画課予算

2015/6/1 7年 2022/5/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2014年度 予算管理 工事契約伺 名古屋大学（東山）屋外防犯カメラ設備取設工事（随契）
名古屋大学事務局施設
管理部施設企画課予算

2015/6/1 7年 2022/5/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2014年度 予算管理 工事契約伺
名古屋大学（東山）野依学術交流記念館大会議室非構造
部材耐震対策その他工事（不調）

名古屋大学事務局施設
管理部施設企画課予算

2015/6/1 7年 2022/5/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2014年度 予算管理 工事契約伺
名古屋大学（東山）IB電子情報館他外壁タイル等調査業
務

名古屋大学事務局施設
管理部施設企画課予算

2015/6/1 7年 2022/5/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2014年度 予算管理 工事契約伺 名古屋大学（東山）全学教育棟他外壁タイル等調査業務
名古屋大学事務局施設
管理部施設企画課予算

2015/6/1 7年 2022/5/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄
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2014年度 予算管理 工事契約伺
名古屋大学（東山）全学教育棟他外壁タイル等調査業務
（仕様変更）

名古屋大学事務局施設
管理部施設企画課予算

2015/6/1 7年 2022/5/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2014年度 予算管理 工事契約伺 名古屋大学（東山）総合研究棟（環境系）新営設計業務
名古屋大学事務局施設
管理部施設企画課予算

2015/6/1 7年 2022/5/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2014年度 予算管理 工事契約伺
名古屋大学（東山）総合研究棟（環境系）新営設備設計業
務

名古屋大学事務局施設
管理部施設企画課予算

2015/6/1 7年 2022/5/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2014年度 予算管理 工事契約伺
名古屋大学（東山）野依学術交流記念館非構造部材耐震
対策その他工事（不落）

名古屋大学事務局施設
管理部施設企画課予算

2015/6/1 7年 2022/5/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2014年度 予算管理 支出 平成26年度支出決定決議書（高等研究院）
名古屋大学事務局施設
管理部施設企画課予算

2015/6/1 7年 2022/5/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2014年度 予算管理 支出 平成26年度支出決定決議書（学務部）１／３
名古屋大学事務局施設
管理部施設企画課予算

2015/6/1 7年 2022/5/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2014年度 予算管理 支出 平成26年度支出決定決議書（学務部）２／３
名古屋大学事務局施設
管理部施設企画課予算

2015/6/1 7年 2022/5/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2014年度 予算管理 支出 平成26年度支出決定決議書（学務部）３／３
名古屋大学事務局施設
管理部施設企画課予算

2015/6/1 7年 2022/5/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2014年度 予算管理 支出 平成26年度支出決定決議書（高等教育研究センター）
名古屋大学事務局施設
管理部施設企画課予算

2015/6/1 7年 2022/5/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2014年度 予算管理 支出 平成26年度支出決定決議書（博物館）
名古屋大学事務局施設
管理部施設企画課予算

2015/6/1 7年 2022/5/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2014年度 予算管理 支出 平成26年度支出決定決議書（事務局　電力料）
名古屋大学事務局施設
管理部施設企画課予算

2015/6/1 7年 2022/5/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2014年度 予算管理 支出 平成26年度支出決定決議書（事務局　ガス料）
名古屋大学事務局施設
管理部施設企画課予算

2015/6/1 7年 2022/5/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2014年度 予算管理 支出 平成26年度支出決定決議書（事務局　水道料）
名古屋大学事務局施設
管理部施設企画課予算

2015/6/1 7年 2022/5/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2014年度 予算管理 支出 平成26年度支出決定決議書（事務局　東山地区電話料）
名古屋大学事務局施設
管理部施設企画課予算

2015/6/1 7年 2022/5/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2014年度 予算管理 支出
平成26年度支出決定決議書（事務局　周辺地区電話料）
１／２

名古屋大学事務局施設
管理部施設企画課予算

2015/6/1 7年 2022/5/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2014年度 予算管理 支出
平成26年度支出決定決議書（事務局　周辺地区電話料）
２／２

名古屋大学事務局施設
管理部施設企画課予算

2015/6/1 7年 2022/5/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2014年度 予算管理 支出 平成26年度収入決定決議書１／２
名古屋大学事務局施設
管理部施設企画課予算

2015/6/1 7年 2022/5/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2014年度 予算管理 支出 平成26年度収入決定決議書２／２
名古屋大学事務局施設
管理部施設企画課予算

2015/6/1 7年 2022/5/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2014年度 予算管理 支出 平成26年度戻入（返納金請求書発布伺）
名古屋大学事務局施設
管理部施設企画課予算

2015/6/1 7年 2022/5/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2014年度 予算管理 支出 平成26年度支出決定決議書（職員宿舎維持費）１／３
名古屋大学事務局施設
管理部施設企画課予算

2015/6/1 7年 2022/5/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2014年度 予算管理 支出 平成26年度支出決定決議書（職員宿舎維持費）２／３
名古屋大学事務局施設
管理部施設企画課予算

2015/6/1 7年 2022/5/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2014年度 予算管理 支出 平成26年度支出決定決議書（職員宿舎維持費）３／３
名古屋大学事務局施設
管理部施設企画課予算

2015/6/1 7年 2022/5/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2014年度 予算管理 支出 平成26年度支出決定決議書（事務局　工事）１／２
名古屋大学事務局施設
管理部施設企画課予算

2015/6/1 7年 2022/5/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2014年度 予算管理 支出 平成26年度支出決定決議書（事務局　工事）２／２
名古屋大学事務局施設
管理部施設企画課予算

2015/6/1 7年 2022/5/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2014年度 予算管理 支出 平成26年度支出決定決議書（事務局　清掃）１／２
名古屋大学事務局施設
管理部施設企画課予算

2015/6/1 7年 2022/5/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2014年度 予算管理 支出 平成26年度支出決定決議書（事務局　清掃）２／２
名古屋大学事務局施設
管理部施設企画課予算

2015/6/1 7年 2022/5/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2014年度 予算管理 支出
平成26年度支出決定決議書（事務局　その他　役務）１／
２

名古屋大学事務局施設
管理部施設企画課予算

2015/6/1 7年 2022/5/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2014年度 予算管理 支出
平成26年度支出決定決議書（事務局　その他　役務）２／
２

名古屋大学事務局施設
管理部施設企画課予算

2015/6/1 7年 2022/5/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2014年度 予算管理 支出 平成26年度支出決定決議書（事務局　検査）１／２
名古屋大学事務局施設
管理部施設企画課予算

2015/6/1 7年 2022/5/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2014年度 予算管理 支出 平成26年度支出決定決議書（事務局　検査）２／２
名古屋大学事務局施設
管理部施設企画課予算

2015/6/1 7年 2022/5/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2014年度 予算管理 支出
平成26年度支出決定決議書（事務局　年間契約　毎月支
払）

名古屋大学事務局施設
管理部施設企画課予算

2015/6/1 7年 2022/5/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2014年度 予算管理 支出
平成26年度支出決定決議書（事務局　年間契約　年四
回・二回・一回支払）

名古屋大学事務局施設
管理部施設企画課予算

2015/6/1 7年 2022/5/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄
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2014年度 予算管理 支出 平成26年度支出決定決議書（事務局　廃棄物）
名古屋大学事務局施設
管理部施設企画課予算

2015/6/1 7年 2022/5/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2014年度 予算管理 支出 平成26年度支出決定決議書（事務局　緊急支払）
名古屋大学事務局施設
管理部施設企画課予算

2015/6/1 7年 2022/5/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2014年度 予算管理 契約
（契約伺）平成26年度名古屋大学事務局その他建物清掃
業務一式（再契約）

名古屋大学事務局施設
管理部施設企画課予算

2015/6/1 7年 2022/5/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2014年度 予算管理 契約
（契約伺）平成24～26年度名古屋大学東山団地等排水等
分析測定業務（変更契約）

名古屋大学事務局施設
管理部施設企画課予算

2015/6/1 7年 2022/5/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2014年度 予算管理 契約
（契約伺）産業廃棄物処理契約にかかる基本契約書の取
交しについて

名古屋大学事務局施設
管理部施設企画課予算

2015/6/1 7年 2022/5/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄 契約相手：近藤産興株式会社

2014年度 予算管理 契約
（契約伺）産業廃棄物処理契約にかかる基本契約書の取
交しについて

名古屋大学事務局施設
管理部施設企画課予算

2015/6/1 7年 2022/5/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄 契約相手：アサヒプリテック株式会社

2014年度 予算管理 契約
（契約伺）産業廃棄物処理契約にかかる基本契約書の取
交しについて

名古屋大学事務局施設
管理部施設企画課予算

2015/6/1 7年 2022/5/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄 契約相手：東京トリムテック株式会社

2014年度 予算管理 契約 （契約伺）平成26年度名古屋大学PCB廃棄物処理業務
名古屋大学事務局施設
管理部施設企画課予算

2015/6/1 7年 2022/5/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2014年度 予算管理 契約
（契約伺）平成26年度名古屋大学PCB廃棄物収集運搬業
務

名古屋大学事務局施設
管理部施設企画課予算

2015/6/1 7年 2022/5/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2014年度 予算管理 契約
（契約伺）平成26年度有機廃液・有機廃液汚染固形物の
収集・運搬及び処理業務一式（再契約）

名古屋大学事務局施設
管理部施設企画課予算

2015/6/1 7年 2022/5/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2014年度 予算管理 契約
（契約伺）産業廃棄物処理契約にかかる基本契約書と覚
書の取交しについて

名古屋大学事務局施設
管理部施設企画課予算

2015/6/1 7年 2022/5/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄 契約相手：丸天産業株式会社　他

2014年度 予算管理 契約
（契約伺）平成26年度名古屋大学局所排気装置定期自主
検査業務一式

名古屋大学事務局施設
管理部施設企画課予算

2015/6/1 7年 2022/5/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2014年度 予算管理 契約
（契約伺）平成26年6月度名古屋大学施設管理保全・警備
業務　変更契約

名古屋大学事務局施設
管理部施設企画課予算

2015/6/1 7年 2022/5/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2014年度 予算管理 契約
（契約伺）平成26年9月度名古屋大学施設管理保全・警備
業務　変更契約

名古屋大学事務局施設
管理部施設企画課予算

2015/6/1 7年 2022/5/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2014年度 予算管理 契約
（契約伺）平成26年12月度名古屋大学施設管理保全・警
備業務　変更契約

名古屋大学事務局施設
管理部施設企画課予算

2015/6/1 7年 2022/5/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2014年度 予算管理 契約
（契約伺）平成27年3月度名古屋大学施設管理保全・警備
業務　変更契約

名古屋大学事務局施設
管理部施設企画課予算

2015/6/1 7年 2022/5/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2014年度 総務 人事 平成26年度人事関係綴
名古屋大学事務局施設
管理部施設企画課総務

2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2014年度 総務 服務 平成26年度勤務時間報告書
名古屋大学事務局施設
管理部施設企画課総務

2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2014年度 総務 服務 平成26年出勤簿
名古屋大学事務局施設
管理部施設企画課総務

2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2014年度 施設企画 会議 平成26年度施設計画・マネジメント委員会
名古屋大学事務局施設
管理部施設企画課（補

2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 移管

2014年度 計画推進 予算要求 平成26年度概算要求書
名古屋大学事務局施設
管理部施設企画課計画

2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2014年度 総務 申請 平成26年度福利厚生施設設置申請書
名古屋大学事務局施設
管理部施設企画課総務

2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 移管

2014年度 調査企画 実態調査 平成26年度施設実態調査
名古屋大学事務局施設
部企画課企画掛

2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2014年度 計画推進 施設計画 平成26年度実施計画案調書
名古屋大学事務局施設
管理部施設企画課計画

2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2014年度 調査企画 交付申請 平成26年度施設整備費補助金･施設費交付申請書
名古屋大学事務局施設
管理部施設企画課調査

2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2014年度 調査企画 申請書等 平成26年度計画通知書等
名古屋大学事務局施設
管理部施設企画課調査

2015/4/1 常用 - 紙 倉庫 施設管理部施設企画課長 廃棄
当該建築物等が取り壊されしだい廃棄す
る。

2015年度 予算管理 契約 （伺）平成27年度省エネ推進経費
名古屋大学事務局施設
管理部施設企画課予算

2016/06/01 7年 2022/05/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2015年度 予算管理 契約
（契約伺）平成27年度名古屋大学下之一色地区一般廃棄
物（可燃物・不燃物）収集運搬業務

名古屋大学事務局施設
管理部施設企画課予算

2016/06/01 7年 2022/05/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2015年度 予算管理 契約
（契約伺）平成27年度名古屋大学空調設備点検・整備記
録簿作成他業務

名古屋大学事務局施設
管理部施設企画課予算

2016/06/01 7年 2022/05/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2015年度 予算管理 契約
（契約伺）平成27年度・28年度名古屋大学事務局その他
建物清掃業務　一式

名古屋大学事務局施設
管理部施設企画課予算

2016/06/01 7年 2022/05/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2015年度 予算管理 契約
（契約伺）平成27年度名古屋大学（東山）屋外埋設給水管
漏水調査業務

名古屋大学事務局施設
管理部施設企画課予算

2016/06/01 7年 2022/05/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2015年度 予算管理 契約
（契約伺）平成27年度名古屋大学局所排気装置定期自主
検査業務一式

名古屋大学事務局施設
管理部施設企画課予算

2016/06/01 7年 2022/05/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄
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2015年度 予算管理 契約
（契約伺）平成27年6月度名古屋大学施設管理保全・警備
業務　変更契約

名古屋大学事務局施設
管理部施設企画課予算

2016/06/01 7年 2022/05/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2015年度 予算管理 契約
（契約伺）平成27年9月度名古屋大学施設管理保全・警備
業務　変更契約

名古屋大学事務局施設
管理部施設企画課予算

2016/06/01 7年 2022/05/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2015年度 予算管理 契約
（契約伺）平成27年12月度名古屋大学施設管理保全・警
備業務　変更契約

名古屋大学事務局施設
管理部施設企画課予算

2016/06/01 7年 2022/05/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2015年度 予算管理 契約
（契約伺）平成27年3月度名古屋大学施設管理保全・警備
業務　変更契約

名古屋大学事務局施設
管理部施設企画課予算

2016/06/01 7年 2022/05/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2015年度 予算管理 支出 平成27年度支出決定決議書（高等研究院）
名古屋大学事務局施設
管理部施設企画課予算

2016/06/01 7年 2023/05/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2015年度 予算管理 支出 平成27年度支出決定決議書（高等教育研究センター）
名古屋大学事務局施設
管理部施設企画課予算

2016/06/01 7年 2023/05/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2015年度 予算管理 支出 平成27年度支出決定決議書（博物館）
名古屋大学事務局施設
管理部施設企画課予算

2016/06/01 7年 2023/05/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2015年度 予算管理 支出 平成27年度支出決定決議書（事務局　電力料）１／２
名古屋大学事務局施設
管理部施設企画課予算

2016/06/01 7年 2023/05/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2015年度 予算管理 支出 平成27年度支出決定決議書（事務局　電力料）２／２
名古屋大学事務局施設
管理部施設企画課予算

2016/06/01 7年 2023/05/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2015年度 予算管理 支出 平成27年度支出決定決議書（事務局　ガス料）
名古屋大学事務局施設
管理部施設企画課予算

2016/06/01 7年 2023/05/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2015年度 予算管理 支出 平成27年度支出決定決議書（事務局　水道料）
名古屋大学事務局施設
管理部施設企画課予算

2016/06/01 7年 2023/05/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2015年度 予算管理 支出 平成27年度支出決定決議書（事務局　東山地区電話料）
名古屋大学事務局施設
管理部施設企画課予算

2016/06/01 7年 2023/05/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2015年度 予算管理 支出
平成27年度支出決定決議書（事務局　周辺地区電話料）
１／２

名古屋大学事務局施設
管理部施設企画課予算

2016/06/01 7年 2023/05/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2015年度 予算管理 支出
平成27年度支出決定決議書（事務局　周辺地区電話料）
２／２

名古屋大学事務局施設
管理部施設企画課予算

2016/06/01 7年 2023/05/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2015年度 予算管理 支出 平成27年度収入決定決議書１／２
名古屋大学事務局施設
管理部施設企画課予算

2016/06/01 7年 2023/05/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2015年度 予算管理 支出 平成27年度収入決定決議書２／２
名古屋大学事務局施設
管理部施設企画課予算

2016/06/01 7年 2023/05/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2015年度 予算管理 支出 平成27年度支出決定決議書（職員宿舎維持費）１／３
名古屋大学事務局施設
管理部施設企画課予算

2016/06/01 7年 2023/05/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2015年度 予算管理 支出 平成27年度支出決定決議書（職員宿舎維持費）２／３
名古屋大学事務局施設
管理部施設企画課予算

2016/06/01 7年 2023/05/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2015年度 予算管理 支出 平成27年度支出決定決議書（職員宿舎維持費）３／３
名古屋大学事務局施設
管理部施設企画課予算

2016/06/01 7年 2023/05/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2015年度 予算管理 支出 平成27年度支出決定決議書（事務局　工事）１／３
名古屋大学事務局施設
管理部施設企画課予算

2016/06/01 7年 2023/05/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2015年度 予算管理 支出 平成27年度支出決定決議書（事務局　工事）２／３
名古屋大学事務局施設
管理部施設企画課予算

2016/06/01 7年 2023/05/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2015年度 予算管理 支出 平成27年度支出決定決議書（事務局　工事）２／３
名古屋大学事務局施設
管理部施設企画課予算

2016/06/01 7年 2023/05/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2015年度 予算管理 支出
平成27年度支出決定決議書（事務局　その他　役務）１／
４

名古屋大学事務局施設
管理部施設企画課予算

2016/06/01 7年 2023/05/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2015年度 予算管理 支出
平成27年度支出決定決議書（事務局　その他　役務）２／
４

名古屋大学事務局施設
管理部施設企画課予算

2016/06/01 7年 2023/05/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2015年度 予算管理 支出
平成27年度支出決定決議書（事務局　その他　役務）３／
４

名古屋大学事務局施設
管理部施設企画課予算

2016/06/01 7年 2023/05/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2015年度 予算管理 支出
平成27年度支出決定決議書（事務局　その他　役務）４／
４

名古屋大学事務局施設
管理部施設企画課予算

2016/06/01 7年 2023/05/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2015年度 予算管理 支出 平成27年度支出決定決議書（事務局　清掃）１／２
名古屋大学事務局施設
管理部施設企画課予算

2016/06/01 7年 2023/05/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2015年度 予算管理 支出 平成27年度支出決定決議書（事務局　清掃）２／２
名古屋大学事務局施設
管理部施設企画課予算

2016/06/01 7年 2023/05/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2015年度 予算管理 支出 平成27年度支出決定決議書（事務局　廃棄物）
名古屋大学事務局施設
管理部施設企画課予算

2016/06/01 7年 2023/05/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2015年度 予算管理 支出 平成27年度支出決定決議書（事務局　検査）１／２
名古屋大学事務局施設
管理部施設企画課予算

2016/06/01 7年 2023/05/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2015年度 予算管理 支出 平成27年度支出決定決議書（事務局　検査）２／２
名古屋大学事務局施設
管理部施設企画課予算

2016/06/01 7年 2023/05/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2015年度 予算管理 支出
平成27年度支出決定決議書（事務局　年間契約　施設管
理保全・警備業務）

名古屋大学事務局施設
管理部施設企画課予算

2016/06/01 7年 2023/05/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄
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2015年度 予算管理 支出
平成27年度支出決定決議書（事務局　年間契約　毎月支
払）

名古屋大学事務局施設
管理部施設企画課予算

2016/06/01 7年 2023/05/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2015年度 予算管理 支出
平成27年度支出決定決議書（事務局　年間契約　年四
回・二回・一回支払）

名古屋大学事務局施設
管理部施設企画課予算

2016/06/01 7年 2023/05/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2015年度 予算管理 支出 平成27年度支出決定決議書（事務局　緊急支払）
名古屋大学事務局施設
管理部施設企画課予算

2016/06/01 7年 2023/05/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2015年度 総務 会議 平成27年度施設設備担当理事定例会議
施設管理部施設企画課
課長補佐

2016/04/01 5年 2021/03/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2015年度 総務 会議 平成27年度東海地区国立大学法人事務連携　施設WG
施設管理部施設企画課
課長補佐

2016/04/01 5年 2021/03/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2015年度 総務 研修
平成27年度国立大学法人等施設担当職員研修会（中堅
クラス）

施設管理部施設企画課
課長補佐

2016/04/01 5年 2021/03/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2015年度 総務 研修
平成27年度東海北陸地区施設担当職員研修（幹部候補
クラス）

施設管理部施設企画課
課長補佐

2016/04/01 5年 2021/03/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2015年度 総務 計画評価 第3期中期目標・中期計画平成28年度計画
施設管理部施設企画課
課長補佐

2016/04/01 5年 2021/03/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2015年度 総務 計画評価 平成27年度実績及び第2期実績関係
施設管理部施設企画課
課長補佐

2016/04/01 5年 2021/03/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2015年度 総務 計画評価 平成26年度実績報告書
施設管理部施設企画課
課長補佐

2016/04/01 5年 2021/03/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2015年度 総務 服務 平成27年休暇簿
施設管理部施設企画課
総務係

2016/04/01 5年 2021/03/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2015年度 総務 服務 平成27年度旅行命令簿
施設管理部施設企画課
総務係

2016/04/01 5年 2021/03/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2015年度 予算管理 請負契約 平成27年工事成績評定
施設管理部施設企画課
予算管理係

2016/06/01 5年 2021/05/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2015年度 予算管理 請負契約 平成27年度指名（営業）停止関係通知
施設管理部施設企画課
予算管理係

2016/06/01 5年 2021/05/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2015年度 総務 服務 平成26年出勤簿
施設管理部施設企画課
総務係

2016/04/01 7年 2023/03/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2015年度 総務 服務 平成27年度勤務時間報告書
施設管理部施設企画課
総務係

2016/04/01 7年 2023/03/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2015年度 予算管理 工事契約伺
（東山）農学部基幹整備（屋外給水管）等改修工事（再度
公告）【不調】

施設管理部施設企画課
予算管理係

2016/06/01 7年 2023/05/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2015年度 予算管理 工事契約伺 （東山）創薬科学教育研究拠点施設新営工事　設計変更
施設管理部施設企画課
予算管理係

2016/06/01 7年 2023/05/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2015年度 予算管理 工事契約伺
（東山）創薬科学教育研究拠点施設新営電気設備工事
設計変更

施設管理部施設企画課
予算管理係

2016/06/01 7年 2023/05/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2015年度 予算管理 工事契約伺
（東山）創薬科学教育研究拠点施設新営機械設備工事
設計変更

施設管理部施設企画課
予算管理係

2016/06/01 7年 2023/05/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2015年度 予算管理 工事契約伺
（東山）融合・連携型法国際人材育成拠点施設新営その
他工事　設計変更①

施設管理部施設企画課
予算管理係

2016/06/01 7年 2023/05/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2015年度 予算管理 工事契約伺
（東山）融合・連携型法国際人材育成拠点施設新営その
他工事　設計変更②

施設管理部施設企画課
予算管理係

2016/06/01 7年 2023/05/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2015年度 予算管理 工事契約伺
（東山）融合・連携型法国際人材育成拠点施設新営その
他電気設備工事　設計変更

施設管理部施設企画課
予算管理係

2016/06/01 7年 2023/05/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2015年度 予算管理 工事契約伺
（東山）融合・連携型法国際人材育成拠点施設新営その
他機械設備工事　設計変更

施設管理部施設企画課
予算管理係

2016/06/01 7年 2023/05/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2015年度 予算管理 工事契約伺 （東山）総合研究棟（環境系）新営その他工事　設計変更
施設管理部施設企画課
予算管理係

2016/06/01 7年 2023/05/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2015年度 予算管理 工事契約伺
（東山）総合研究棟（環境系）新営その他電気設備工事
設計変更

施設管理部施設企画課
予算管理係

2016/06/01 7年 2023/05/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2015年度 予算管理 工事契約伺
（東山）総合研究棟（環境系）新営その他機械設備工事
設計変更

施設管理部施設企画課
予算管理係

2016/06/01 7年 2023/05/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2015年度 予算管理 工事契約伺
（医病） 先端医療機能強化拠点施設新営その他電気設
備工事

施設管理部施設企画課
予算管理係

2016/06/01 7年 2023/05/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2015年度 予算管理 工事契約伺
（医病） 先端医療機能強化拠点施設新営その他機械設
備工事

施設管理部施設企画課
予算管理係

2016/06/01 7年 2023/05/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2015年度 予算管理 工事契約伺
（鶴舞）基礎研究棟地下１階フリーザー室空調機設置工
事

施設管理部施設企画課
予算管理係

2016/06/01 7年 2023/05/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2015年度 予算管理 工事契約伺 （大幸）保健学科南館空気調和設備改修工事
施設管理部施設企画課
予算管理係

2016/06/01 7年 2023/05/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2015年度 予算管理 工事契約伺 （大幸）保健学科南館空気調和設備改修工事　設計変更
施設管理部施設企画課
予算管理係

2016/06/01 7年 2023/05/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄
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2015年度 予算管理 工事契約伺
（鶴舞）ｴﾈﾙｷﾞｰｾﾝﾀｰ特高・高圧受変電設備ｽﾎﾟｯﾄﾈｯﾄﾜｰ
ｸﾘﾚｰ取替工事

施設管理部施設企画課
予算管理係

2016/06/01 7年 2023/05/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2015年度 予算管理 工事契約伺 （鶴舞）基礎研究棟別館学生ゼミ室改修工事
施設管理部施設企画課
予算管理係

2016/06/01 7年 2023/05/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2015年度 予算管理 工事契約伺 （大幸）医学部保健学科別館給水設備改修工事（不落）
施設管理部施設企画課
予算管理係

2016/06/01 7年 2023/05/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2015年度 予算管理 工事契約伺
（大幸）医学部保健学科別館給水設備改修工事（不落随
契）

施設管理部施設企画課
予算管理係

2016/06/01 7年 2023/05/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2015年度 予算管理 工事契約伺 （東山）農学部圃場周辺道路他外灯設置工事
施設管理部施設企画課
予算管理係

2016/06/01 7年 2023/05/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2015年度 予算管理 工事契約伺
（鶴舞）医系研究棟１号館地下２階直流電源設備改修工
事

施設管理部施設企画課
予算管理係

2016/06/01 7年 2023/05/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2015年度 予算管理 工事契約伺
（医病） 先端医療機能強化拠点施設新営その他工事
（不落）

施設管理部施設企画課
予算管理係

2016/06/01 7年 2023/05/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2015年度 予算管理 工事契約伺 （東山）工学部１号館給水設備改修工事
施設管理部施設企画課
予算管理係

2016/06/01 7年 2023/05/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2015年度 予算管理 工事契約伺
（東山）IB電子情報館等外壁改修工事（不落）　（不落随
契→中止）

施設管理部施設企画課
予算管理係

2016/06/01 7年 2023/05/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2015年度 予算管理 工事契約伺 （鶴舞）教職員用立体駐車場新営その他工事
施設管理部施設企画課
予算管理係

2016/06/01 7年 2023/05/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2015年度 予算管理 工事契約伺
（東山）音楽練習施設改修その他工事（不落）　（不落随
契→中止）

施設管理部施設企画課
予算管理係

2016/06/01 7年 2023/05/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2015年度 予算管理 工事契約伺
（東山）西地区検収センター・附属学校弓道場新営その他
工事

施設管理部施設企画課
予算管理係

2016/06/01 7年 2023/05/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2015年度 予算管理 工事契約伺 （東山他）全学教育棟等外壁改修工事　（不調）
施設管理部施設企画課
予算管理係

2016/06/01 7年 2023/05/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2015年度 予算管理 工事契約伺 （東山）全学教育棟他外壁改修工事
施設管理部施設企画課
予算管理係

2016/06/01 7年 2023/05/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2015年度 予算管理 工事契約伺 （東山）音楽練習施設内部改修その他工事
施設管理部施設企画課
予算管理係

2016/06/01 7年 2023/05/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2015年度 予算管理 工事契約伺 （東山）音楽練習施設内部改修その他工事　設計変更
施設管理部施設企画課
予算管理係

2016/06/01 7年 2023/05/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2015年度 予算管理 工事契約伺 （東山）理学部G館等外壁改修工事
施設管理部施設企画課
予算管理係

2016/06/01 7年 2023/05/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2015年度 予算管理 工事契約伺 （東山）理学部G館等外壁改修工事　設計変更
施設管理部施設企画課
予算管理係

2016/06/01 7年 2023/05/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2015年度 予算管理 工事契約伺
（東山）総合保健体育科学センター屋内プール棟ろ過設
備等改修その他工事

施設管理部施設企画課
予算管理係

2016/06/01 7年 2023/05/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2015年度 予算管理 工事契約伺 （鶴舞）医学教育研究支援センター外壁改修工事
施設管理部施設企画課
予算管理係

2016/06/01 7年 2023/05/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2015年度 予算管理 工事契約伺 （東山）農学部A館（西）等外壁改修工事
施設管理部施設企画課
予算管理係

2016/06/01 7年 2023/05/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2015年度 予算管理 工事契約伺 （東山）ＲＩ実験施設新営その他工事
施設管理部施設企画課
予算管理係

2016/06/01 7年 2023/05/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2015年度 予算管理 工事契約伺 （東山）ＲＩ実験施設新営その他工事　設計変更
施設管理部施設企画課
予算管理係

2016/06/01 7年 2023/05/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2015年度 予算管理 工事契約伺 （東山）ＲＩ実験施設新営その他電気設備工事
施設管理部施設企画課
予算管理係

2016/06/01 7年 2023/05/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2015年度 予算管理 工事契約伺 （東山）ＲＩ実験施設新営その他電気設備工事　設計変更
施設管理部施設企画課
予算管理係

2016/06/01 7年 2023/05/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2015年度 予算管理 工事契約伺 （東山）ＲＩ実験施設新営その他機械設備工事
施設管理部施設企画課
予算管理係

2016/06/01 7年 2023/05/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2015年度 予算管理 工事契約伺 （東山）ＲＩ実験施設新営その他機械設備工事　設計変更
施設管理部施設企画課
予算管理係

2016/06/01 7年 2023/05/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2015年度 予算管理 工事契約伺 （医病） 先端医療機能強化拠点施設新営工事
施設管理部施設企画課
予算管理係

2016/06/01 7年 2023/05/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2015年度 予算管理 工事契約伺 （東山）１号井戸整備工事
施設管理部施設企画課
予算管理係

2016/06/01 7年 2023/05/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2015年度 予算管理 工事契約伺 （東山）屋内運動場屋根等改修工事
施設管理部施設企画課
予算管理係

2016/06/01 7年 2023/05/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2015年度 予算管理 工事契約伺 （東山）法・経本館共用館屋上防水改修工事
施設管理部施設企画課
予算管理係

2016/06/01 7年 2023/05/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2015年度 予算管理 工事契約伺 （東山）法・経本館共用館屋上防水改修工事　設計変更
施設管理部施設企画課
予算管理係

2016/06/01 7年 2023/05/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄
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2015年度 予算管理 工事契約伺 （大幸）医学部保健学科南館照明器具取替工事
施設管理部施設企画課
予算管理係

2016/06/01 7年 2023/05/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2015年度 予算管理 工事契約伺
（大幸）医学部保健学科南館照明器具取替工事　設計変
更

施設管理部施設企画課
予算管理係

2016/06/01 7年 2023/05/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2015年度 予算管理 工事契約伺 （豊川）試料解析センター低圧電力引込等工事　（不調）
施設管理部施設企画課
予算管理係

2016/06/01 7年 2023/05/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2015年度 予算管理 工事契約伺 （豊川）試料解析センター低圧電力引込等工事　（再度）
施設管理部施設企画課
予算管理係

2016/06/01 7年 2023/05/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2015年度 予算管理 工事契約伺
（東山）法･経本館共用館東キャンパス･エントランス改修
工事

施設管理部施設企画課
予算管理係

2016/06/01 7年 2023/05/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2015年度 予算管理 工事契約伺 （園山）園山住宅１号棟他風呂釜取替工事
施設管理部施設企画課
予算管理係

2016/06/01 7年 2023/05/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2015年度 予算管理 工事契約伺 （東山）ITｂMバルコニー安全対策工事
施設管理部施設企画課
予算管理係

2016/06/01 7年 2023/05/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2015年度 予算管理 工事契約伺 （東山）駐輪場サドルスタンド設置工事
施設管理部施設企画課
予算管理係

2016/06/01 7年 2023/05/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2015年度 予算管理 工事契約伺 （鶴舞）図書館・学生食堂ピロティ改修工事
施設管理部施設企画課
予算管理係

2016/06/01 7年 2023/05/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2015年度 予算管理 工事契約伺
（東山）研究所共同館空調設備(PAC-8-5）修繕工事　(随
契）

施設管理部施設企画課
予算管理係

2016/06/01 7年 2023/05/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2015年度 予算管理 工事契約伺 （東山）ＲＩ実験施設新営その他設計業務
施設管理部施設企画課
予算管理係

2016/06/01 7年 2023/05/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2015年度 予算管理 工事契約伺 （東山）ＲＩ実験施設新営その他設備設計業務
施設管理部施設企画課
予算管理係

2016/06/01 7年 2023/05/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2015年度 予算管理 工事契約伺 （東山）宇宙線望遠鏡室改修設計業務
施設管理部施設企画課
予算管理係

2016/06/01 7年 2023/05/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2015年度 総務 人事 平成27年度人事関係綴
施設管理部施設企画課
総務係

2016/04/01 10年 2026/03/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2015年度 総務 申請 平成27年度福利厚生施設設置申請書
施設管理部施設企画課
総務係

2016/04/01 10年 2026/03/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 移管

2015年度 施設企画 会議 平成27年度施設計画・マネジメント委員会
施設管理部施設企画課
（補佐）

2016/04/01 10年 2026/03/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 移管

2015年度 調査企画 実態調査 平成27年度施設実態調査
施設管理部施設企画課
調査企画係

2016/04/01 10年 2026/03/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2015年度 計画推進 予算要求 平成27年度概算要求書
施設管理部施設企画課
計画推進係

2016/04/01 10年 2026/03/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2015年度 計画推進 施設計画 平成27年度実施計画案調書
施設管理部施設企画課
計画推進係

2016/04/01 30年 2046/03/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2015年度 調査企画 交付申請 平成27年度施設整備費補助金･施設費交付申請書
施設管理部施設企画課
調査企画係

2016/04/01 30年 2046/03/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2015年度 調査企画 申請書等 平成27年度計画通知書等
施設管理部施設企画課
調査企画係

2016/04/01 常用 ------ 紙 倉庫 施設管理部施設企画課長 廃棄
当該建築物等が取り壊されしだい廃棄す
る。

2016年度 総務 会議 平成28年度施設設備担当理事定例会議
施設管理部施設企画課
課長補佐

2017/04/01 5年 2022/03/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2016年度 総務 研修
平成28年度国立大学法人等施設担当職員研修会（中堅
クラス）

施設管理部施設企画課
課長補佐

2017/04/01 5年 2022/03/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2016年度 総務 研修
平成28年度東海北陸地区施設担当職員研修（幹部候補
クラス）

施設管理部施設企画課
課長補佐

2017/04/01 5年 2022/03/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2016年度 総務 計画評価
第3期中期目標・中期計画
平成28年度実績及び平成29年度計画

施設管理部施設企画課
課長補佐

2017/04/01 5年 2022/03/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2016年度 総務 服務 平成28年休暇簿
施設管理部施設企画課
総務係

2017/04/01 5年 2022/03/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2016年度 総務 服務 平成28年度旅行命令簿
施設管理部施設企画課
総務係

2017/04/01 5年 2022/03/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2016年度 総務 服務 平成28年度週休日の振替簿・代休日指定簿　・　欠勤届
施設管理部施設企画課
総務係

2017/04/01 5年 2022/03/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2016年度 総務 人事 平成28年度兼業・兼職関係
施設管理部施設企画課
総務係

2017/04/01 5年 2022/03/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2016年度 総務 人事 平成28年度職員研修関係
施設管理部施設企画課
総務係

2017/04/01 5年 2022/03/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2016年度 総務 調査 平成28年度調査・回答関係１／２
施設管理部施設企画課
総務係

2017/04/01 5年 2022/03/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2016年度 総務 調査 平成28年度調査・回答関係２／２
施設管理部施設企画課
総務係

2017/04/01 5年 2022/03/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄
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2016年度 総務 庶務 平成28年度通知・依頼文書関係
施設管理部施設企画課
総務係

2017/04/01 5年 2022/03/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2016年度 総務 会議 平成28年度会議関係
施設管理部施設企画課
総務係

2017/04/01 5年 2022/03/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2016年度 予算管理 請負契約 平成28年工事成績評定
施設管理部施設企画課
予算管理係

2017/06/01 5年 2022/05/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2016年度 予算管理 請負契約 平成28年度指名（営業）停止関係通知
施設管理部施設企画課
予算管理係

2017/06/01 5年 2022/05/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2016年度 総務 服務 平成28年出勤簿
施設管理部施設企画課
総務係

2017/04/01 7年 2024/03/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2016年度 総務 服務 平成28年度勤務時間報告書
施設管理部施設企画課
総務係

2017/04/01 7年 2024/03/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2016年度 総務 会計 平成28年度諸謝金関係
施設管理部施設企画課
総務係

2017/04/01 7年 2024/03/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2016年度 総務 服務 平成28年度超過勤務命令簿・勤務時間管理票
施設管理部施設企画課
総務係

2017/04/01 7年 2024/03/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2016年度 予算管理 工事契約伺 （東山）音楽練習施設空調機取設工事
施設管理部施設企画課
予算管理係

2017/06/01 7年 2024/05/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2016年度 予算管理 工事契約伺 （東山）文系総合館空気調和設備改修工事
施設管理部施設企画課
予算管理係

2017/06/01 7年 2024/05/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2016年度 予算管理 工事契約伺
（鶴舞）ｴﾈﾙｷﾞｰｾﾝﾀｰ特高受変電設備電力ｼｰｹﾝｻその他
取替工事(原契約･変更契約）

施設管理部施設企画課
予算管理係

2017/06/01 7年 2024/05/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2016年度 予算管理 工事契約伺 （東山）３号井戸整備工事
施設管理部施設企画課
予算管理係

2017/06/01 7年 2024/05/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2016年度 予算管理 工事契約伺 （医病）患者用立体駐車場新営その他工事
施設管理部施設企画課
予算管理係

2017/06/01 7年 2024/05/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2016年度 予算管理 工事契約伺 （鶴舞）図書館・学生食堂等屋上防水改修工事
施設管理部施設企画課
予算管理係

2017/06/01 7年 2024/05/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2016年度 予算管理 工事契約伺 （医病）中央診療棟サーバ室改修工事
施設管理部施設企画課
予算管理係

2017/06/01 7年 2024/05/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2016年度 予算管理 工事契約伺 （医病）中央診療棟サーバ室改修その他電気設備工事
施設管理部施設企画課
予算管理係

2017/06/01 7年 2024/05/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2016年度 予算管理 工事契約伺 （医病）中央診療棟サーバ室改修機械設備工事
施設管理部施設企画課
予算管理係

2017/06/01 7年 2024/05/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2016年度 予算管理 工事契約伺 （東山）PH指示値中央表示設備改修工事　(不調)
施設管理部施設企画課
予算管理係

2017/06/01 7年 2024/05/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2016年度 予算管理 工事契約伺 （東山）農学部A館(西)昇降機設備更新工事
施設管理部施設企画課
予算管理係

2017/06/01 7年 2024/05/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2016年度 予算管理 工事契約伺 （医病）エネルギーセンター中央監視改修工事
施設管理部施設企画課
予算管理係

2017/06/01 7年 2024/05/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2016年度 予算管理 工事契約伺
（東山）実験研究棟(工学系)新営その他機械設備工事
(取り下げ)①②

施設管理部施設企画課
予算管理係

2017/06/01 7年 2024/05/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2016年度 予算管理 工事契約伺 （東山）屋外運動場人工芝改修工事
施設管理部施設企画課
予算管理係

2017/06/01 7年 2024/05/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2016年度 予算管理 工事契約伺 （東山）実験研究棟(工学系)新営その他電気設備工事
施設管理部施設企画課
予算管理係

2017/06/01 7年 2024/05/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2016年度 予算管理 工事契約伺 （東山）総合情報教育棟空気調和設備改修工事
施設管理部施設企画課
予算管理係

2017/06/01 7年 2024/05/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2016年度 予算管理 工事契約伺 （東山）工学部１号館等屋上防水改修工事
施設管理部施設企画課
予算管理係

2017/06/01 7年 2024/05/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2016年度 予算管理 工事契約伺 （東山）基幹･環境整備(実験排水表示設備改修)工事
施設管理部施設企画課
予算管理係

2017/06/01 7年 2024/05/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2016年度 予算管理 工事契約伺 （医病）医療ガス監視モニター更新工事
施設管理部施設企画課
予算管理係

2017/06/01 7年 2024/05/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2016年度 予算管理 工事契約伺 （東山）ITｂM渡り廊下増築工事
施設管理部施設企画課
予算管理係

2017/06/01 7年 2024/05/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2016年度 予算管理 工事契約伺 （東山）全学教育棟建具改修工事　（中止→再度公告)
施設管理部施設企画課
予算管理係

2017/06/01 7年 2024/05/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2016年度 予算管理 工事契約伺
（鶴舞）ｴﾈﾙｷﾞｰｾﾝﾀｰ電話交換機PHS呼出ｼｽﾃﾑ改修そ
の他工事

施設管理部施設企画課
予算管理係

2017/06/01 7年 2024/05/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2016年度 予算管理 工事契約伺 （東山）ｸﾞﾘｰﾝｻﾛﾝ東山他空気調和設備改修工事
施設管理部施設企画課
予算管理係

2017/06/01 7年 2024/05/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2016年度 予算管理 工事契約伺 （医病）汚物処理室等改修工事（不落→不落随契)
施設管理部施設企画課
予算管理係

2017/06/01 7年 2024/05/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄
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2016年度 予算管理 工事契約伺 （医病）汚物処理室等改修機械設備工事
施設管理部施設企画課
予算管理係

2017/06/01 7年 2024/05/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2016年度 予算管理 工事契約伺 （東山）実験研究棟(工学系)新営その他機械設備工事
施設管理部施設企画課
予算管理係

2017/06/01 7年 2024/05/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2016年度 予算管理 工事契約伺
（鶴舞）中央診療棟3階講堂非構造部材耐震対策その他
工事(不落→不落随契)

施設管理部施設企画課
予算管理係

2017/06/01 7年 2024/05/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2016年度 予算管理 工事契約伺 (東郷)馬術部合宿所新営その他工事
施設管理部施設企画課
予算管理係

2017/06/01 7年 2024/05/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2016年度 予算管理 工事契約伺
（東山）実験研究棟(工学系)新営その他設計業務(変更契
約)

施設管理部施設企画課
予算管理係

2017/06/01 7年 2024/05/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2016年度 予算管理 工事契約伺
名古屋大学ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ大幸(仮称)等整備事業
ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞﾘｰ業務(原契約･変更契約)

施設管理部施設企画課
予算管理係

2017/06/01 7年 2024/05/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2016年度 予算管理 工事契約伺 名古屋大学ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ大幸(仮称)等整備事業
施設管理部施設企画課
予算管理係

2017/06/01 7年 2024/05/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2016年度 予算管理 工事契約伺 (大幸)保健学科別館昇降機設備改修工事(随契)
施設管理部施設企画課
予算管理係

2017/06/01 7年 2024/05/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2016年度 予算管理 工事契約伺 （医病）病棟中央診療棟昇降機制御系改修工事(随契)
施設管理部施設企画課
予算管理係

2017/06/01 7年 2024/05/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2016年度 予算管理 工事契約伺
（東山）ﾅｼｮﾅﾙｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝｺﾝﾌﾟﾚｯｸｽ1階車両実証室床模様
替工事(随契)

施設管理部施設企画課
予算管理係

2017/06/01 7年 2024/05/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2016年度 予算管理 工事契約伺 （東山）屋内プール棟屋根改修工事
施設管理部施設企画課
予算管理係

2017/06/01 7年 2024/05/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2016年度 予算管理 工事契約伺 （東山）実験研究棟(工学系)新営その他工事
施設管理部施設企画課
予算管理係

2017/06/01 9年 2026/05/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄 2018年度変更契約有、保存期間延長

2016年度 予算管理 工事契約伺 （東山）総合研究棟(工学系)新営その他設計業務
施設管理部施設企画課
予算管理係

2017/06/01 9年 2026/05/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄 2018年度変更契約有、保存期間延長

2016年度 総務 人事 平成28年度人事関係１／２
施設管理部施設企画課
総務係

2017/04/01 10年 2027/03/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2016年度 総務 人事 平成28年度人事関係２／２
施設管理部施設企画課
総務係

2017/04/01 10年 2027/03/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2016年度 総務 庶務 平成28年度施設・環境計画推進室関係
施設管理部施設企画課
総務係

2017/04/01 10年 2027/03/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2016年度 総務 申請 福利厚生施設の新設関係
施設管理部施設企画課
総務係

2017/04/01 常用 - 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 移管

2016年度 総務 人事 叙位・叙勲関係
施設管理部施設企画課
総務係

2017/04/01 常用 - 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2016年度 予算管理 支出 平成28年度債務計上票（高等研究院）
施設管理部施設企画課
予算管理係

2017/06/01 7年 2024/05/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2016年度 予算管理 支出 平成28年度債務計上票（高等教育研究センター）
施設管理部施設企画課
予算管理係

2017/06/01 7年 2024/05/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2016年度 予算管理 支出 平成28年度債務計上票（博物館）
施設管理部施設企画課
予算管理係

2017/06/01 7年 2024/05/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2016年度 予算管理 支出 平成28年度債務計上票（事務局　電力料）1/2
施設管理部施設企画課
予算管理係

2017/06/01 7年 2024/05/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2016年度 予算管理 支出 平成28年度債務計上票（事務局　電力料）2/2
施設管理部施設企画課
予算管理係

2017/06/01 7年 2024/05/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2016年度 予算管理 支出 平成28年度債務計上票（事務局　ガス料）
施設管理部施設企画課
予算管理係

2017/06/01 7年 2024/05/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2016年度 予算管理 支出 平成28年度債務計上票（事務局　水道料）
施設管理部施設企画課
予算管理係

2017/06/01 7年 2024/05/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2016年度 予算管理 支出 平成28年度債務計上票（事務局　東山地区電話料）
施設管理部施設企画課
予算管理係

2017/06/01 7年 2024/05/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2016年度 予算管理 支出 平成28年度債務計上票（事務局　周辺地区電話料）1/2
施設管理部施設企画課
予算管理係

2017/06/01 7年 2024/05/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2016年度 予算管理 支出 平成28年度債務計上票（事務局　周辺地区電話料）2/2
施設管理部施設企画課
予算管理係

2017/06/01 7年 2024/05/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2016年度 予算管理 支出 平成28年度債権計上票1/2
施設管理部施設企画課
予算管理係

2017/06/01 7年 2024/05/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2016年度 予算管理 支出 平成28年度債権計上票2/2
施設管理部施設企画課
予算管理係

2017/06/01 7年 2024/05/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2016年度 予算管理 支出 平成28年度債務計上票（職員宿舎）1/5
施設管理部施設企画課
予算管理係

2017/06/01 7年 2024/05/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2016年度 予算管理 支出 平成28年度債務計上票（職員宿舎）2/5
施設管理部施設企画課
予算管理係

2017/06/01 7年 2024/05/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 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

備考

2016年度 予算管理 支出 平成28年度債務計上票（職員宿舎）3/5
施設管理部施設企画課
予算管理係

2017/06/01 7年 2024/05/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2016年度 予算管理 支出 平成28年度債務計上票（職員宿舎）4/5
施設管理部施設企画課
予算管理係

2017/06/01 7年 2024/05/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2016年度 予算管理 支出 平成28年度債務計上票（職員宿舎）5/5
施設管理部施設企画課
予算管理係

2017/06/01 7年 2024/05/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2016年度 予算管理 支出 平成28年度債務計上票（事務局　工事）1/4
施設管理部施設企画課
予算管理係

2017/06/01 7年 2024/05/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2016年度 予算管理 支出 平成28年度債務計上票（事務局　工事）2/4
施設管理部施設企画課
予算管理係

2017/06/01 7年 2024/05/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2016年度 予算管理 支出 平成28年度債務計上票（事務局　工事）3/4
施設管理部施設企画課
予算管理係

2017/06/01 7年 2024/05/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2016年度 予算管理 支出 平成28年度債務計上票（事務局　工事）4/4
施設管理部施設企画課
予算管理係

2017/06/01 7年 2024/05/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2016年度 予算管理 支出 平成28年度債務計上票（事務局　その他　役務）1/6
施設管理部施設企画課
予算管理係

2017/06/01 7年 2024/05/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2016年度 予算管理 支出 平成28年度債務計上票（事務局　その他　役務）2/6
施設管理部施設企画課
予算管理係

2017/06/01 7年 2024/05/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2016年度 予算管理 支出 平成28年度債務計上票（事務局　その他　役務）3/6
施設管理部施設企画課
予算管理係

2017/06/01 7年 2024/05/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2016年度 予算管理 支出 平成28年度債務計上票（事務局　その他　役務）4/6
施設管理部施設企画課
予算管理係

2017/06/01 7年 2024/05/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2016年度 予算管理 支出 平成28年度債務計上票（事務局　その他　役務）5/6
施設管理部施設企画課
予算管理係

2017/06/01 7年 2024/05/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2016年度 予算管理 支出 平成28年度債務計上票（事務局　その他　役務）6/6
施設管理部施設企画課
予算管理係

2017/06/01 7年 2024/05/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2016年度 予算管理 支出 平成28年度債務計上票（事務局　清掃）1/2
施設管理部施設企画課
予算管理係

2017/06/01 7年 2024/05/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2016年度 予算管理 支出 平成28年度債務計上票（事務局　清掃）2/2
施設管理部施設企画課
予算管理係

2017/06/01 7年 2024/05/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2016年度 予算管理 支出 平成28年度債務計上票（事務局　廃棄物）1/2
施設管理部施設企画課
予算管理係

2017/06/01 7年 2024/05/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2016年度 予算管理 支出 平成28年度債務計上票（事務局　廃棄物）2/2
施設管理部施設企画課
予算管理係

2017/06/01 7年 2024/05/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2016年度 予算管理 支出 平成28年度債務計上票（事務局　検査）1/2
施設管理部施設企画課
予算管理係

2017/06/01 7年 2024/05/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2016年度 予算管理 支出 平成28年度債務計上票（事務局　検査）2/2
施設管理部施設企画課
予算管理係

2017/06/01 7年 2024/05/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2016年度 予算管理 支出
平成28年度債務計上票（事務局　年間契約　施設管理保
全・警備業務）

施設管理部施設企画課
予算管理係

2017/06/01 7年 2024/05/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2016年度 予算管理 支出 平成28年度債務計上票（事務局　年間契約　毎月支払）
施設管理部施設企画課
予算管理係

2017/06/01 7年 2024/05/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2016年度 予算管理 支出
平成28年度債務計上票（事務局　年間契約　年四回・二
回・一回支払）

施設管理部施設企画課
予算管理係

2017/06/01 7年 2024/05/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2016年度 予算管理 支出 平成28年度債務計上票（事務局　緊急支払）
施設管理部施設企画課
予算管理係

2017/06/01 7年 2024/05/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2016年度 予算管理 契約 （伺）平成28年度省エネ推進経費
施設管理部施設企画課
予算管理係

2017/06/01 7年 2024/05/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2016年度 予算管理 契約
（契約伺）平成28年度名古屋大学下之一色地区一般廃棄
物（可燃物・不燃物）収集運搬業務

施設管理部施設企画課
予算管理係

2017/06/01 7年 2024/05/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2016年度 予算管理 契約
（契約伺）平成27年度・28年度名古屋大学事務局その他
建物清掃業務　一式

施設管理部施設企画課
予算管理係

2017/06/01 7年 2024/05/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2016年度 予算管理 契約
（契約伺）平成28年度名古屋大学局所排気装置定期自主
検査業務一式

施設管理部施設企画課
予算管理係

2017/06/01 7年 2024/05/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2016年度 予算管理 契約
（契約伺）平成28年6月度名古屋大学施設管理保全・警備
業務　変更契約

施設管理部施設企画課
予算管理係

2017/06/01 7年 2024/05/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2016年度 予算管理 契約
（契約伺）平成28年9月度名古屋大学施設管理保全・警備
業務　変更契約

施設管理部施設企画課
予算管理係

2017/06/01 7年 2024/05/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2016年度 予算管理 契約
（契約伺）平成28年12月度名古屋大学施設管理保全・警
備業務　変更契約

施設管理部施設企画課
予算管理係

2017/06/01 7年 2024/05/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2016年度 予算管理 契約
（契約伺）平成29年3月度名古屋大学施設管理保全・警備
業務　変更契約

施設管理部施設企画課
予算管理係

2017/06/01 7年 2024/05/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2016年度 予算管理 契約 （伺）平成28年度確定チェックリスト提出　１／２
施設管理部施設企画課
予算管理係

2017/06/01 7年 2024/05/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄
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2016年度 予算管理 契約 （伺）平成28年度確定チェックリスト提出　２／２
施設管理部施設企画課
予算管理係

2017/06/01 7年 2024/05/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2016年度 予算管理 契約
（変更契約伺）平成28年度名古屋大学水銀系廃棄物収集
運搬・処分業務

施設管理部施設企画課
予算管理係

2017/06/01 7年 2024/05/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2016年度 予算管理 契約
（契約伺）平成28年度・29年度名古屋大学フロン排出抑制
法に基づく空調機器点検業務

施設管理部施設企画課
予算管理係

2018/06/01 7年 2025/05/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2016年度 調査企画 実態調査 平成28年度施設実態調査
施設管理部施設企画課
調査企画係

2017/04/01 10年 2027/03/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2016年度 計画推進 予算要求 平成28年度概算要求書
施設管理部施設企画課
計画推進係

2017/04/01 10年 2027/03/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2016年度 計画推進 施設計画 平成28年度実施計画案調書
施設管理部施設企画課
計画推進係

2017/04/01 30年 2047/03/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2016年度 調査企画 交付申請 平成28年度施設整備費補助金･施設費交付申請書
施設管理部施設企画課
調査企画係

2017/04/01 30年 2047/03/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2016年度 計画推進 申請書等 平成28年度計画通知書等
施設管理部施設企画課
計画推進係

2017/04/01 常用 ------ 紙 倉庫 施設管理部施設企画課長 廃棄
当該建築物等が取り壊されしだい廃棄す
る。

2016年度 施設企画 議事要旨 平成28年度キャンパスマネジメント本部会議　議事要旨
施設管理部施設企画課
（補佐）

2017/04/01 10年 2027/3/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 移管

2017年度 予算管理 支出 平成29年度債務計上票（高等研究院）
施設管理部施設企画課
予算管理係

2018/06/01 7年 2025/05/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2017年度 予算管理 支出 平成29年度債務計上票（高等教育研究センター）
施設管理部施設企画課
予算管理係

2018/06/01 7年 2025/05/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2017年度 予算管理 支出 平成29年度債務計上票（博物館）
施設管理部施設企画課
予算管理係

2018/06/01 7年 2025/05/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2017年度 予算管理 支出 平成29年度債務計上票（事務局　電力料）1/2
施設管理部施設企画課
予算管理係

2018/06/01 7年 2025/05/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2017年度 予算管理 支出 平成29年度債務計上票（事務局　電力料）2/2
施設管理部施設企画課
予算管理係

2018/06/01 7年 2025/05/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2017年度 予算管理 支出 平成29年度債務計上票（事務局　ガス料）
施設管理部施設企画課
予算管理係

2018/06/01 7年 2025/05/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2017年度 予算管理 支出 平成29年度債務計上票（事務局　水道料）
施設管理部施設企画課
予算管理係

2018/06/01 7年 2025/05/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2017年度 予算管理 支出 平成29年度債務計上票（事務局　東山地区電話料）
施設管理部施設企画課
予算管理係

2018/06/01 7年 2025/05/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2017年度 予算管理 支出 平成29年度債務計上票（事務局　周辺地区電話料）1/2
施設管理部施設企画課
予算管理係

2018/06/01 7年 2025/05/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2017年度 予算管理 支出 平成29年度債務計上票（事務局　周辺地区電話料）2/2
施設管理部施設企画課
予算管理係

2018/06/01 7年 2025/05/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2017年度 予算管理 収入 平成29年度債権計上票1/2
施設管理部施設企画課
予算管理係

2018/06/01 7年 2025/05/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2017年度 予算管理 収入 平成29年度債権計上票2/2
施設管理部施設企画課
予算管理係

2018/06/01 7年 2025/05/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2017年度 予算管理 支出 平成29年度債務計上票（職員宿舎）1/5
施設管理部施設企画課
予算管理係

2018/06/01 7年 2025/05/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2017年度 予算管理 支出 平成29年度債務計上票（職員宿舎）2/5
施設管理部施設企画課
予算管理係

2018/06/01 7年 2025/05/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2017年度 予算管理 支出 平成29年度債務計上票（職員宿舎）3/5
施設管理部施設企画課
予算管理係

2018/06/01 7年 2025/05/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2017年度 予算管理 支出 平成29年度債務計上票（職員宿舎）4/5
施設管理部施設企画課
予算管理係

2018/06/01 7年 2025/05/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2017年度 予算管理 支出 平成29年度債務計上票（職員宿舎）5/5
施設管理部施設企画課
予算管理係

2018/06/01 7年 2025/05/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2017年度 予算管理 支出 平成29年度債務計上票（事務局　工事）1/4
施設管理部施設企画課
予算管理係

2018/06/01 7年 2025/05/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2017年度 予算管理 支出 平成29年度債務計上票（事務局　工事）2/4
施設管理部施設企画課
予算管理係

2018/06/01 7年 2025/05/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2017年度 予算管理 支出 平成29年度債務計上票（事務局　工事）3/4
施設管理部施設企画課
予算管理係

2018/06/01 7年 2025/05/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2017年度 予算管理 支出 平成29年度債務計上票（事務局　工事）4/4
施設管理部施設企画課
予算管理係

2018/06/01 7年 2025/05/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2017年度 予算管理 支出 平成29年度債務計上票（事務局　その他　役務）1/6
施設管理部施設企画課
予算管理係

2018/06/01 7年 2025/05/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2017年度 予算管理 支出 平成29年度債務計上票（事務局　その他　役務）2/6
施設管理部施設企画課
予算管理係

2018/06/01 7年 2025/05/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄
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2017年度 予算管理 支出 平成29年度債務計上票（事務局　その他　役務）3/6
施設管理部施設企画課
予算管理係

2018/06/01 7年 2025/05/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2017年度 予算管理 支出 平成29年度債務計上票（事務局　その他　役務）4/6
施設管理部施設企画課
予算管理係

2018/06/01 7年 2025/05/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2017年度 予算管理 支出 平成29年度債務計上票（事務局　その他　役務）5/6
施設管理部施設企画課
予算管理係

2018/06/01 7年 2025/05/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2017年度 予算管理 支出 平成29年度債務計上票（事務局　その他　役務）6/6
施設管理部施設企画課
予算管理係

2018/06/01 7年 2025/05/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2017年度 予算管理 支出 平成29年度債務計上票（事務局　清掃）1/2
施設管理部施設企画課
予算管理係

2018/06/01 7年 2025/05/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2017年度 予算管理 支出 平成29年度債務計上票（事務局　清掃）2/2
施設管理部施設企画課
予算管理係

2018/06/01 7年 2025/05/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2017年度 予算管理 支出 平成29年度債務計上票（事務局　廃棄物）1/2
施設管理部施設企画課
予算管理係

2018/06/01 7年 2025/05/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2017年度 予算管理 支出 平成29年度債務計上票（事務局　廃棄物）2/2
施設管理部施設企画課
予算管理係

2018/06/01 7年 2025/05/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2017年度 予算管理 支出 平成29年度債務計上票（事務局　検査）1/2
施設管理部施設企画課
予算管理係

2018/06/01 7年 2025/05/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2017年度 予算管理 支出 平成29年度債務計上票（事務局　検査）2/2
施設管理部施設企画課
予算管理係

2018/06/01 7年 2025/05/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2017年度 予算管理 支出
平成29年度債務計上票（事務局　年間契約　施設管理保
全・警備業務）

施設管理部施設企画課
予算管理係

2018/06/01 7年 2025/05/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2017年度 予算管理 支出 平成29年度債務計上票（事務局　年間契約　毎月支払）
施設管理部施設企画課
予算管理係

2018/06/01 7年 2025/05/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2017年度 予算管理 支出
平成29年度債務計上票（事務局　年間契約　年四回・二
回・一回支払）

施設管理部施設企画課
予算管理係

2018/06/01 7年 2025/05/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2017年度 予算管理 支出 平成29年度債務計上票（事務局　緊急支払）
施設管理部施設企画課
予算管理係

2018/06/01 7年 2025/05/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2017年度 予算管理 請負契約 平成２９年工事成績評定
施設管理部施設企画課
予算管理係

2018/06/01 5年 2023/05/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2017年度 予算管理 請負契約 平成２９年度指名（営業）停止関係通知
施設管理部施設企画課
予算管理係

2018/06/01 5年 2023/05/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2017年度 予算管理 請負契約 平成２９年度支払依頼書伺
施設管理部施設企画課
予算管理係

2018/06/01 5年 2023/05/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2017年度 予算管理 工事契約伺 (東山)研究所共同館Ⅰ321室等空気調和設備修繕工事
施設管理部施設企画課
予算管理係

2018/06/01 7年 2025/05/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2017年度 予算管理 工事契約伺 (山手)国際嚶鳴館修繕工事（随契）
施設管理部施設企画課
予算管理係

2018/06/01 7年 2025/05/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2017年度 予算管理 工事契約伺 (山手)国際嚶鳴館機械設備修繕工事（随契）
施設管理部施設企画課
予算管理係

2018/06/01 7年 2025/05/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2017年度 予算管理 工事契約伺 (山手)国際嚶鳴館電気設備修繕工事（随契）
施設管理部施設企画課
予算管理係

2018/06/01 7年 2025/05/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2017年度 予算管理 工事契約伺 (医病)患者用立体駐車場外構工事（不落→不落随契）
施設管理部施設企画課
予算管理係

2018/06/01 7年 2025/05/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2017年度 予算管理 工事契約伺 (東山)交通整理員詰所新営その他工事（不落）
施設管理部施設企画課
予算管理係

2018/06/01 7年 2025/05/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2017年度 予算管理 工事契約伺 (鶴舞)図書館・学生食堂空気調和設備改修工事
施設管理部施設企画課
予算管理係

2018/06/01 7年 2025/05/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2017年度 予算管理 工事契約伺 (東山)研究所共同館Ⅰ空気調和設備熱源改修工事
施設管理部施設企画課
予算管理係

2018/06/01 7年 2025/05/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2017年度 予算管理 工事契約伺 (医病)中央診療棟RO水熱水消毒器取付工事（随契）
施設管理部施設企画課
予算管理係

2018/06/01 7年 2025/05/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2017年度 予算管理 工事契約伺 (東山)工学部８号館北棟等昇降機設備更新工事
施設管理部施設企画課
予算管理係

2018/06/01 7年 2025/05/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2017年度 予算管理 工事契約伺
(医病)中央診療棟A等監視カメラ設備改修その他電気設
備工事（不調）

施設管理部施設企画課
予算管理係

2018/06/01 7年 2025/05/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2017年度 予算管理 工事契約伺 (東郷)乾燥庫新営工事
施設管理部施設企画課
予算管理係

2018/06/01 7年 2025/05/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2017年度 予算管理 工事契約伺 (東山)屋外運動場陸上トラック舗装改修工事
施設管理部施設企画課
予算管理係

2018/06/01 7年 2025/05/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2017年度 予算管理 工事契約伺
(東山)工学部原子核第１特別実験棟１０４室改修工事（不
調→取り止め）

施設管理部施設企画課
予算管理係

2018/06/01 7年 2025/05/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2017年度 予算管理 工事契約伺 (鶴舞)４号井戸整備工事
施設管理部施設企画課
予算管理係

2018/06/01 7年 2025/05/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄
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2017年度 予算管理 工事契約伺 (医病)中央診療棟A等監視カメラ設備改修工事
施設管理部施設企画課
予算管理係

2018/06/01 7年 2025/05/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2017年度 予算管理 工事契約伺 (医病)西病棟医療ガス区域監視盤更新工事
施設管理部施設企画課
予算管理係

2018/06/01 7年 2025/05/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2017年度 予算管理 工事契約伺
(鶴舞)中央診療棟A等サーバー室温度測定機器取設工
事

施設管理部施設企画課
予算管理係

2018/06/01 7年 2025/05/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2017年度 予算管理 工事契約伺 (山手)国際嚶鳴館量水器取替工事
施設管理部施設企画課
予算管理係

2018/06/01 7年 2025/05/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2017年度 予算管理 工事契約伺 (東山)法・経本館共用館入退室管理設備改修工事
施設管理部施設企画課
予算管理係

2018/06/01 7年 2025/05/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2017年度 予算管理 工事契約伺 (東山)２号井戸整備工事
施設管理部施設企画課
予算管理係

2018/06/01 7年 2025/05/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2017年度 予算管理 工事契約伺
(東山)鳥類バイオサイエンス研究センター等構内道路舗
装工事

施設管理部施設企画課
予算管理係

2018/06/01 7年 2025/05/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2017年度 予算管理 工事契約伺 (東山)赤﨑記念研究館換気設備消音装置等取設工事
施設管理部施設企画課
予算管理係

2018/06/01 7年 2025/05/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2017年度 予算管理 工事契約伺 (東山)南部食堂昇降機１号機被水部品取替工事（随契）
施設管理部施設企画課
予算管理係

2018/06/01 7年 2025/05/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2017年度 予算管理 工事契約伺 (大幸)エネルギーセンター屋上防水改修工事
施設管理部施設企画課
予算管理係

2018/06/01 7年 2025/05/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2017年度 予算管理 工事契約伺 (菅島町)実験・宿泊棟等改修工事
施設管理部施設企画課
予算管理係

2018/06/01 7年 2025/05/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2017年度 予算管理 工事契約伺 (東山)全学教育棟入退室管理設備改修工事
施設管理部施設企画課
予算管理係

2018/06/01 7年 2025/05/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄

2017年度 予算管理 工事契約伺 (東山)総合研究棟（工学系）新営その他工事
施設管理部施設企画課
予算管理係

2018/06/01 8年 2026/05/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄 2018年度変更契約有、保存期間延長

2017年度 予算管理 工事契約伺 (東山)総合研究棟（工学系）新営その他電気設備工事
施設管理部施設企画課
予算管理係

2018/06/01 8年 2026/05/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄 2018年度変更契約有、保存期間延長

2017年度 予算管理 工事契約伺 (東山)総合研究棟（工学系）新営その他機械設備工事
施設管理部施設企画課
予算管理係

2018/06/01 8年 2026/05/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄 2018年度変更契約有、保存期間延長

2017年度 予算管理 工事契約伺
(東山)基幹・環境整備（給水設備等）工事（不落→再度公
告）

施設管理部施設企画課
予算管理係

2018/06/01 8年 2026/05/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄 2018年度変更契約有、保存期間延長

2017年度 予算管理 工事契約伺 (東山)基幹・環境整備（給水設備等）その他工事
施設管理部施設企画課
予算管理係

2018/06/01 8年 2026/05/31 紙 倉庫（２階） 施設管理部施設企画課長 廃棄 2018年度変更契約有、保存期間延長

2017年度 調査企画 実態調査 平成29年度施設実態調査
施設管理部施設企画課
調査企画係

2018/04/01 10年 2028/03/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2017年度 計画推進 予算要求 平成29年度概算要求書
施設管理部施設企画課
計画推進係

2018/04/01 10年 2028/03/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2017年度 施設企画 議事要旨 平成29年度キャンパスマネジメント本部会議　議事要旨
施設管理部施設企画課
（補佐）

2018/04/01 10年 2028/03/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 移管

2017年度 調査企画 交付申請 平成29年度施設整備費補助金･施設費交付申請書
施設管理部施設企画課
調査企画係

2018/04/01 30年 2048/03/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2017年度 計画推進 施設計画 平成29年度実施計画案調書
施設管理部施設企画課
計画推進係

2018/04/01 30年 2048/03/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2017年度 総務 物品管理 平成29年度マナカ管理簿
施設管理部施設企画課
総務係

2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2017年度 総務 服務 平成29年休暇簿
施設管理部施設企画課
総務係

2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2017年度 総務 服務 平成29年度旅行命令簿
施設管理部施設企画課
総務係

2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2017年度 総務 服務 平成29年度週休日の振替簿・代休日指定簿　・　欠勤届
施設管理部施設企画課
総務係

2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2017年度 総務 人事 平成29年度兼業・兼職関係
施設管理部施設企画課
総務係

2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2017年度 総務 人事 平成29年度職員研修関係
施設管理部施設企画課
総務係

2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2017年度 総務 調査 平成29年度調査・回答関係１／２
施設管理部施設企画課
総務係

2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2017年度 総務 調査 平成29年度調査・回答関係２／２
施設管理部施設企画課
総務係

2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2017年度 総務 庶務 平成29年度通知・依頼文書関係
施設管理部施設企画課
総務係

2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2017年度 総務 会議 平成29年度会議関係
施設管理部施設企画課
総務係

2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄
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2017年度 総務 服務 平成29年出勤簿
施設管理部施設企画課
総務係

2018/04/01 7年 2025/03/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2017年度 総務 服務 平成29年度勤務時間報告書
施設管理部施設企画課
総務係

2018/04/01 7年 2025/03/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2017年度 総務 会計 平成29年度諸謝金関係
施設管理部施設企画課
総務係

2018/04/01 7年 2025/03/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2017年度 総務 服務 平成29年度超過勤務命令簿・勤務時間管理票
施設管理部施設企画課
総務係

2018/04/01 7年 2025/03/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2017年度 総務 会計
平成29年度経費精算書(旅費）
科学研究費補助金 施設・環境計画推進室　1/1

施設管理部施設企画課
総務係

2018/04/01 7年 2025/05/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄
保存場所：経理・資産管理課出納G（支
出）より各部局へ変更（2017年度～）

2017年度 総務 人事 平成29年度人事関係１／２
施設管理部施設企画課
総務係

2018/04/01 10年 2028/03/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2017年度 総務 人事 平成29年度人事関係２／２
施設管理部施設企画課
総務係

2018/04/01 10年 2028/03/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2017年度 総務 庶務 平成29年度施設・環境計画推進室関係
施設管理部施設企画課
総務係

2018/04/01 10年 2028/03/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2018年度 総務 物品管理 平成30年度マナカ管理簿
施設管理部施設企画課
総務係

2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2018年度 総務 服務 平成30年休暇簿
施設管理部施設企画課
総務係

2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2018年度 総務 服務 平成30年度旅行命令簿
施設管理部施設企画課
総務係

2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2018年度 総務 服務 平成30年度週休日の振替簿・代休日指定簿　・　欠勤届
施設管理部施設企画課
総務係

2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2018年度 総務 人事 平成30年度兼業・兼職関係
施設管理部施設企画課
総務係

2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2018年度 総務 人事 平成30年度職員研修関係
施設管理部施設企画課
総務係

2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2018年度 総務 調査 平成30年度調査・回答関係１／２
施設管理部施設企画課
総務係

2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2018年度 総務 調査 平成30年度調査・回答関係２／２
施設管理部施設企画課
総務係

2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2018年度 総務 庶務 平成30年度通知・依頼文書関係
施設管理部施設企画課
総務係

2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2018年度 総務 会議 平成30年度会議関係
施設管理部施設企画課
総務係

2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2018年度 総務 服務 平成30年出勤簿
施設管理部施設企画課
総務係

2019/04/01 7年 2026/03/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2018年度 総務 服務 平成30年度勤務時間報告書
施設管理部施設企画課
総務係

2019/04/01 7年 2026/03/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2018年度 総務 会計 平成30年度諸謝金関係
施設管理部施設企画課
総務係

2019/04/01 7年 2026/03/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2018年度 総務 服務 平成30年度超過勤務命令簿・勤務時間管理票
施設管理部施設企画課
総務係

2019/04/01 7年 2026/03/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2018年度 総務 会計
平成30年度経費精算書(旅費）
科学研究費補助金 施設・環境計画推進室　1/1

施設管理部施設企画課
総務係

2019/04/01 7年 2026/03/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2018年度 予算管理 支出 平成30年度債務計上票（高等研究院）
施設管理部施設企画課
予算管理係

2019/06/01 7年 2026/05/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2018年度 予算管理 支出
平成30年度債務計上票（ジェンダー・リサーチ・ライブラ
リー）

施設管理部施設企画課
予算管理係

2019/06/01 7年 2026/05/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2018年度 予算管理 支出 平成30年度債務計上票（高等教育研究センター）
施設管理部施設企画課
予算管理係

2019/06/01 7年 2026/05/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2018年度 予算管理 支出 平成30年度債務計上票（博物館）
施設管理部施設企画課
予算管理係

2019/06/01 7年 2026/05/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2018年度 予算管理 支出 平成30年度債務計上票（事務局　電力料）1/2
施設管理部施設企画課
予算管理係

2019/06/01 7年 2026/05/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2018年度 予算管理 支出 平成30年度債務計上票（事務局　電力料）2/2
施設管理部施設企画課
予算管理係

2019/06/01 7年 2026/05/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2018年度 予算管理 支出 平成30年度債務計上票（事務局　ガス料）
施設管理部施設企画課
予算管理係

2019/06/01 7年 2026/05/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2018年度 予算管理 支出 平成30年度債務計上票（事務局　水道料）
施設管理部施設企画課
予算管理係

2019/06/01 7年 2026/05/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2018年度 予算管理 支出 平成30年度債務計上票（事務局　東山地区電話料）
施設管理部施設企画課
予算管理係

2019/06/01 7年 2026/05/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄
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2018年度 予算管理 支出 平成30年度債務計上票（事務局　周辺地区電話料）1/2
施設管理部施設企画課
予算管理係

2019/06/01 7年 2026/05/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2018年度 予算管理 支出 平成30年度債務計上票（事務局　周辺地区電話料）2/2
施設管理部施設企画課
予算管理係

2019/06/01 7年 2026/05/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2018年度 予算管理 収入 平成30年度債権計上票1/2
施設管理部施設企画課
予算管理係

2019/06/01 7年 2026/05/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2018年度 予算管理 収入 平成30年度債権計上票2/2
施設管理部施設企画課
予算管理係

2019/06/01 7年 2026/05/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2018年度 予算管理 支出 平成30年度債務計上票（職員宿舎）1/5
施設管理部施設企画課
予算管理係

2019/06/01 7年 2026/05/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2018年度 予算管理 支出 平成30年度債務計上票（職員宿舎）2/5
施設管理部施設企画課
予算管理係

2019/06/01 7年 2026/05/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2018年度 予算管理 支出 平成30年度債務計上票（職員宿舎）3/5
施設管理部施設企画課
予算管理係

2019/06/01 7年 2026/05/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2018年度 予算管理 支出 平成30年度債務計上票（職員宿舎）4/5
施設管理部施設企画課
予算管理係

2019/06/01 7年 2026/05/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2018年度 予算管理 支出 平成30年度債務計上票（職員宿舎）5/5
施設管理部施設企画課
予算管理係

2019/06/01 7年 2026/05/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2018年度 予算管理 支出 平成30年度債務計上票（事務局　工事）1/4
施設管理部施設企画課
予算管理係

2019/06/01 7年 2026/05/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2018年度 予算管理 支出 平成30年度債務計上票（事務局　工事）2/4
施設管理部施設企画課
予算管理係

2019/06/01 7年 2026/05/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2018年度 予算管理 支出 平成30年度債務計上票（事務局　工事）3/4
施設管理部施設企画課
予算管理係

2019/06/01 7年 2026/05/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2018年度 予算管理 支出 平成30年度債務計上票（事務局　工事）4/4
施設管理部施設企画課
予算管理係

2019/06/01 7年 2026/05/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2018年度 予算管理 支出 平成30年度債務計上票（事務局　その他　役務）1/5
施設管理部施設企画課
予算管理係

2019/06/01 7年 2026/05/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2018年度 予算管理 支出 平成30年度債務計上票（事務局　その他　役務）2/5
施設管理部施設企画課
予算管理係

2019/06/01 7年 2026/05/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2018年度 予算管理 支出 平成30年度債務計上票（事務局　その他　役務）3/5
施設管理部施設企画課
予算管理係

2019/06/01 7年 2026/05/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2018年度 予算管理 支出 平成30年度債務計上票（事務局　その他　役務）4/5
施設管理部施設企画課
予算管理係

2019/06/01 7年 2026/05/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2018年度 予算管理 支出 平成30年度債務計上票（事務局　その他　役務）5/5
施設管理部施設企画課
予算管理係

2019/06/01 7年 2026/05/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2018年度 予算管理 支出 平成30年度債務計上票（事務局　清掃）
施設管理部施設企画課
予算管理係

2019/06/01 7年 2026/05/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2018年度 予算管理 支出 平成30年度債務計上票（事務局　廃棄物）
施設管理部施設企画課
予算管理係

2019/06/01 7年 2026/05/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2018年度 予算管理 支出 平成30年度債務計上票（事務局　検査）1/2
施設管理部施設企画課
予算管理係

2019/06/01 7年 2026/05/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2018年度 予算管理 支出 平成30年度債務計上票（事務局　検査）2/2
施設管理部施設企画課
予算管理係

2019/06/01 7年 2026/05/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2018年度 予算管理 支出
平成30年度債務計上票（事務局　年間契約　施設管理保
全・警備業務）

施設管理部施設企画課
予算管理係

2019/06/01 7年 2026/05/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2018年度 予算管理 支出 平成30年度債務計上票（事務局　年間契約　毎月支払）
施設管理部施設企画課
予算管理係

2019/06/01 7年 2026/05/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2018年度 予算管理 支出
平成30年度債務計上票（事務局　年間契約　年四回・二
回・一回支払）

施設管理部施設企画課
予算管理係

2019/06/01 7年 2026/05/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2018年度 予算管理 支出 平成30年度債務計上票（事務局　緊急支払）
施設管理部施設企画課
予算管理係

2019/06/01 7年 2026/05/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2018年度 予算管理 支出 平成30年度予算執行振替伝票
施設管理部施設企画課
予算管理係

2019/06/01 7年 2026/05/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2018年度 予算管理 契約 平成30年度省エネ推進経費
施設管理部施設企画課
予算管理係

2019/06/01 7年 2026/05/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2018年度 予算管理 契約 平成30年度契約伺
施設管理部施設企画課
予算管理係

2019/06/01 7年 2026/05/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2018年度 予算管理 契約
平成30年度～34年度名古屋大学（東山他）施設管理保
全・警備業務　入札関係資料一式

施設管理部施設企画課
予算管理係

2019/06/01 7年 2026/05/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2018年度 予算管理 契約
名古屋大学（東山他）施設管理保全・警備業務平成30年7
～9月分変更契約

施設管理部施設企画課
予算管理係

2019/06/01 7年 2026/05/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2018年度 予算管理 契約
名古屋大学（東山他）施設管理保全・警備業務平成30年
10～12月分変更契約

施設管理部施設企画課
予算管理係

2019/06/01 7年 2026/05/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 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

備考

2018年度 予算管理 契約
名古屋大学（東山他）施設管理保全・警備業務平成31年1
～3月分変更契約

施設管理部施設企画課
予算管理係

2019/06/01 7年 2026/05/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2018年度 予算管理 契約
名古屋大学（東山他）施設管理保全・警備業務2019年4～
6月分変更契約

施設管理部施設企画課
予算管理係

2019/06/01 7年 2026/05/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2018年度 予算管理 契約 地下水浄化サービス事業平成30年度変更契約
施設管理部施設企画課
予算管理係

2019/06/01 7年 2026/05/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2018年度 予算管理 契約
名古屋大学東山地区・鶴舞地区で使用する電気　入札関
係資料一式

施設管理部施設企画課
予算管理係

2019/06/01 7年 2026/05/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2018年度 総務 人事 平成30年度人事関係１／２
施設管理部施設企画課
総務係

2019/04/01 10年 2029/03/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2018年度 総務 人事 平成30年度人事関係２／２
施設管理部施設企画課
総務係

2019/04/01 10年 2029/03/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2018年度 総務 庶務 平成30年度施設・環境計画推進室関係
施設管理部施設企画課
総務係

2019/04/01 10年 2029/03/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2018年度 調査企画 実態調査 平成30年度施設実態調査
施設管理部施設企画課
調査企画係

2019/04/01 10年 2029/03/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2018年度 計画推進 予算要求 平成30年度概算要求書
施設管理部施設企画課
計画推進係

2019/04/01 10年 2029/03/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2018年度 施設企画 議事要旨 平成30年度キャンパスマネジメント本部会議　議事要旨
施設管理部施設企画課
（補佐）

2019/04/01 10年 2029/03/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 移管

2018年度 調査企画 交付申請 平成30年度施設整備費補助金･施設費交付申請書
施設管理部施設企画課
調査企画係

2019/04/01 30年 2049/03/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2018年度 計画推進 施設計画 平成30年度実施計画案調書
施設管理部施設企画課
計画推進係

2019/04/01 30年 2049/03/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2018年度 予算管理 請負契約 平成３０年工事成績評定
施設管理部施設企画課
予算管理係

2019/06/01 5年 2024/05/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2018年度 予算管理 請負契約 平成３０年度指名（営業）停止関係通知
施設管理部施設企画課
予算管理係

2019/06/01 5年 2024/05/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2018年度 予算管理 請負契約 平成３０年度支払依頼書伺
施設管理部施設企画課
予算管理係

2019/06/01 5年 2024/05/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2018年度 予算管理 工事契約伺
（東山）情報基盤センター耐震改修その他工事（不落→不
落随契）

施設管理部施設企画課
予算管理係

2019/06/01 7年 2026/05/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2018年度 予算管理 工事契約伺 (東山)情報基盤センター改修その他電気設備工事
施設管理部施設企画課
予算管理係

2019/06/01 7年 2026/05/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2018年度 予算管理 工事契約伺 (東山)情報基盤センター改修その他機械設備工事
施設管理部施設企画課
予算管理係

2019/06/01 7年 2026/05/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2018年度 予算管理 工事契約伺
(東山)オークマ工作機械工学館新営その他工事（不落→
不落随契）

施設管理部施設企画課
予算管理係

2019/06/01 7年 2026/05/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2018年度 予算管理 工事契約伺 (東山)中央診療棟Ａ４階透析室等改修工事
施設管理部施設企画課
予算管理係

2019/06/01 7年 2026/05/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2018年度 予算管理 工事契約伺 (医病)中央診療棟Ａ４階透析室等改修電気設備工事
施設管理部施設企画課
予算管理係

2019/06/01 7年 2026/05/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2018年度 予算管理 工事契約伺 (医病)中央診療棟Ａ４階透析室等改修機械設備工事
施設管理部施設企画課
予算管理係

2019/06/01 7年 2026/05/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2018年度 予算管理 工事契約伺
(東山)研究所共同館Ⅰ空気調和設備熱交換器プレート取
替工事

施設管理部施設企画課
予算管理係

2019/06/01 7年 2026/05/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2018年度 予算管理 工事契約伺 (東山)５号井戸整備工事
施設管理部施設企画課
予算管理係

2019/06/01 7年 2026/05/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2018年度 予算管理 工事契約伺 (東山)実験排水モニター槽ｐＨ表示システム改修工事
施設管理部施設企画課
予算管理係

2019/06/01 7年 2026/05/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2018年度 予算管理 工事契約伺
（鶴舞）エネルギーセンター特高受変電設備改修工事（不
落→不落随契）

施設管理部施設企画課
予算管理係

2019/06/01 7年 2026/05/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2018年度 予算管理 工事契約伺
(東山)オークマ工作機械工学館新営その他電気設備工
事

施設管理部施設企画課
予算管理係

2019/06/01 7年 2026/05/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2018年度 予算管理 工事契約伺
(東山)オークマ工作機械工学館新営その他機械設備工
事

施設管理部施設企画課
予算管理係

2019/06/01 7年 2026/05/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2018年度 予算管理 工事契約伺
(東山)農学部Ｂ館１階実験室改修その他機械設備工事
（不落→不落随契）

施設管理部施設企画課
予算管理係

2019/06/01 7年 2026/05/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2018年度 予算管理 工事契約伺
(東山)交通整理員詰所新営その他工事（再度公告）（不
調）

施設管理部施設企画課
予算管理係

2019/06/01 7年 2026/05/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2018年度 予算管理 工事契約伺
(東山)交通整理員詰所新営その他工事（再々度公告）
（不落→不落随契）

施設管理部施設企画課
予算管理係

2019/06/01 7年 2026/05/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2018年度 予算管理 工事契約伺 (東山)農学部Ａ館（東・西）等屋上防水改修工事
施設管理部施設企画課
予算管理係

2019/06/01 7年 2026/05/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 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

備考

2018年度 予算管理 工事契約伺 (東山)総合運動場テニスコート等改修工事
施設管理部施設企画課
予算管理係

2019/06/01 7年 2026/05/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2018年度 予算管理 工事契約伺
(東山)共同教育研究施設第２実験棟非構造部材耐震改
修工事（再々公告）

施設管理部施設企画課
予算管理係

2019/06/01 7年 2026/05/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2018年度 予算管理 工事契約伺 (東山)保健学科南館等屋上防水改修工事
施設管理部施設企画課
予算管理係

2019/06/01 7年 2026/05/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2018年度 予算管理 工事契約伺 (東山)総合案内所南舗装その他工事（取りやめ）
施設管理部施設企画課
予算管理係

2019/06/01 7年 2026/05/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2018年度 予算管理 工事契約伺 (東山)全学教育棟本館南棟（東）外壁改修工事
施設管理部施設企画課
予算管理係

2019/06/01 7年 2026/05/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2018年度 予算管理 工事契約伺
(東山)豊田講堂・名大シンポジオン会議室非構造部材耐
震改修工事（再々公告）

施設管理部施設企画課
予算管理係

2019/06/01 7年 2026/05/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2018年度 予算管理 工事契約伺
(東山)エネルギー変換エレクトロニクス実験施設実験冷却
水配管工事

施設管理部施設企画課
予算管理係

2019/06/01 7年 2026/05/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2018年度 予算管理 工事契約伺 (東山)基幹・環境整備（ブロック塀対策）工事
施設管理部施設企画課
予算管理係

2019/06/01 7年 2026/05/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2018年度 予算管理 工事契約伺 （佐久島）基幹・環境整備（ブロック塀対策）工事
施設管理部施設企画課
予算管理係

2019/06/01 7年 2026/05/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2018年度 予算管理 工事契約伺 （菅島町）基幹・環境整備（ブロック塀対策）工事
施設管理部施設企画課
予算管理係

2019/06/01 7年 2026/05/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2018年度 予算管理 工事契約伺 （東郷）基幹・環境整備（ブロック塀対策）工事
施設管理部施設企画課
予算管理係

2019/06/01 7年 2026/05/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2018年度 予算管理 工事契約伺
（中山町）基幹・環境整備（ブロック塀対策）工事（取りや
め）

施設管理部施設企画課
予算管理係

2019/06/01 7年 2026/05/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2018年度 予算管理 工事契約伺
（東山）豊田講堂・名大シンポジオンアトリウム非構造部材
耐震改修工事（不調）

施設管理部施設企画課
予算管理係

2019/06/01 8年 2027/05/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄 2019年度変更契約有、保存期間延長

2018年度 予算管理 工事契約伺
（東山）豊田講堂・名大シンポジオンアトリウム非構造部材
耐震改修工事（不調→再々公告）

施設管理部施設企画課
予算管理係

2019/06/01 8年 2027/05/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄 2019年度変更契約有、保存期間延長

2018年度 予算管理 工事契約伺
（東山）豊田講堂・名大シンポジオンアトリウム非構造部材
耐震改修工事（不落→不落随契）

施設管理部施設企画課
予算管理係

2019/06/01 8年 2027/05/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄 2019年度変更契約有、保存期間延長

2018年度 予算管理 工事契約伺
(東山)ＥＳ総合館エントランスホール非構造部材耐震改修
工事（不調）

施設管理部施設企画課
予算管理係

2019/06/01 8年 2027/05/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄 2019年度変更契約有、保存期間延長

2018年度 予算管理 工事契約伺
(東山)ＥＳ総合館エントランスホール非構造部材耐震改修
工事（不落→不落随契）

施設管理部施設企画課
予算管理係

2019/06/01 8年 2027/05/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄 2019年度変更契約有、保存期間延長

2018年度 予算管理 工事契約伺
(東山)野依記念学術交流館回廊非構造部材耐震改修工
事

施設管理部施設企画課
予算管理係

2019/06/01 8年 2027/05/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄 2019年度変更契約有、保存期間延長

2018年度 予算管理 工事契約伺
（東山）地域連携グローバル人材育成拠点施設整備等事
業アドバイザリー業務

施設管理部施設企画課
予算管理係

2019/06/01 8年 2027/05/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄 2019年度変更契約有、保存期間延長

2018年度 予算管理 工事契約伺
（東山）地域連携グローバル人材育成拠点施設整備等事
業（ＰＦＩ）

施設管理部施設企画課
予算管理係

2019/06/01 8年 2027/05/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄 2019年度変更契約有、保存期間延長

2018年度 予算管理 工事契約伺
（鶴舞）ライフ・イノベーション先端研究教育拠点施設（動
物実験施設）新営設計業務

施設管理部施設企画課
予算管理係

2019/06/01 8年 2027/05/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄 2019年度変更契約有、保存期間延長

2018年度 予算管理 工事契約伺
（鶴舞）ライフ・イノベーション先端研究教育拠点施設（動
物実験施設）新営設備設計業務

施設管理部施設企画課
予算管理係

2019/06/01 8年 2027/05/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄 2019年度変更契約有、保存期間延長

2018年度 予算管理 工事契約伺 （東山）総合研究棟改修（国際言語文化校舎）設計業務
施設管理部施設企画課
予算管理係

2019/06/01 8年 2027/05/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄 2019年度契約有、保存期間延長

2018年度 予算管理 工事契約伺
（東山他）基幹・環境整備（給水・ガス・電気設備）設計業
務

施設管理部施設企画課
予算管理係

2019/06/01 8年 2027/05/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄 2019年度契約有、保存期間延長

2018年度 予算管理 工事契約伺
（東山）基幹・環境整備（屋外排水管、土木構造物）設計
業務

施設管理部施設企画課
予算管理係

2019/06/01 8年 2027/05/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄 2019年度契約有、保存期間延長

2018年度 予算管理 会議
PPP/PFI事業検討委員会　（名古屋大学（東山）地域連携
グローバル人材育成拠点施設整備等事業）

施設管理部施設企画課
予算管理係

2019/06/01 10年 2029/05/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2019年度 総務 物品管理 平成31年度タクシーチケット受払簿
施設管理部施設企画課
総務係

2020/04/01 1年 2021/03/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2019年度 総務 物品管理 平成31年度マナカ管理簿
施設管理部施設企画課
総務係

2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2019年度 総務 服務 平成31年休暇簿
施設管理部施設企画課
総務係

2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2019年度 総務 服務 平成31年度旅行命令簿
施設管理部施設企画課
総務係

2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2019年度 総務 服務 平成31年度週休日の振替簿・代休日指定簿　・　欠勤届
施設管理部施設企画課
総務係

2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2019年度 総務 人事 平成31年度兼業・兼職関係
施設管理部施設企画課
総務係

2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄
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2019年度 総務 人事 平成31年度職員研修関係
施設管理部施設企画課
総務係

2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2019年度 総務 調査 平成31年度調査・回答関係１／２
施設管理部施設企画課
総務係

2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2019年度 総務 調査 平成31年度調査・回答関係２／２
施設管理部施設企画課
総務係

2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2019年度 総務 庶務 平成31年度通知・依頼文書関係
施設管理部施設企画課
総務係

2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2019年度 総務 会議 平成31年度会議関係
施設管理部施設企画課
総務係

2020/04/01 5年 2025/03/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2019年度 総務 服務 平成31年出勤簿
施設管理部施設企画課
総務係

2020/04/01 7年 2027/03/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2019年度 総務 服務 平成31年度勤務時間報告書１/２
施設管理部施設企画課
総務係

2020/04/01 7年 2027/03/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2019年度 総務 服務 平成31年度勤務時間報告書２/２
施設管理部施設企画課
総務係

2020/04/01 7年 2027/03/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2019年度 総務 会計 平成31年度諸謝金関係
施設管理部施設企画課
総務係

2020/04/01 7年 2027/03/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2019年度 総務 服務 平成31年度超過勤務命令簿・勤務時間管理票
施設管理部施設企画課
総務係

2020/04/01 7年 2027/03/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2019年度 総務 会計
平成31年度経費精算書(旅費）
科学研究費補助金 施設・環境計画推進室

施設管理部施設企画課
総務係

2020/04/01 7年 2027/03/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2019年度 総務 人事 平成31年度人事関係１／3
施設管理部施設企画課
総務係

2020/04/01 10年 2030/03/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2019年度 総務 人事 平成31年度人事関係２／3
施設管理部施設企画課
総務係

2020/04/01 10年 2030/03/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2019年度 総務 人事 平成31年度人事関係3／3
施設管理部施設企画課
総務係

2020/04/01 10年 2030/03/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2019年度 総務 庶務 平成31年度施設・環境計画推進室関係
施設管理部施設企画課
総務係

2020/04/01 10年 2030/03/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2019年度 予算管理 請負契約 令和元年度（平成３１年度）工事成績評定
施設管理部施設企画課
予算管理係

2020/06/01 5年 2025/05/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2019年度 予算管理 請負契約 令和元年度（平成３１年度）指名（営業）停止関係通知
施設管理部施設企画課
予算管理係

2020/06/01 5年 2025/05/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2019年度 予算管理 請負契約 令和元年度（平成３１年度）支払依頼書伺
施設管理部施設企画課
予算管理係

2020/06/01 5年 2025/05/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2019年度 予算管理 支出 令和1年度債務計上票（職員宿舎）1/5
施設管理部施設企画課
予算管理係

2020/06/01 7年 2027/05/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2019年度 予算管理 支出 令和1年度債務計上票（職員宿舎）2/5
施設管理部施設企画課
予算管理係

2020/06/01 7年 2027/05/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2019年度 予算管理 支出 令和1年度債務計上票（職員宿舎）3/5
施設管理部施設企画課
予算管理係

2020/06/01 7年 2027/05/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2019年度 予算管理 支出 令和1年度債務計上票（職員宿舎）4/5
施設管理部施設企画課
予算管理係

2020/06/01 7年 2027/05/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2019年度 予算管理 支出 令和1年度債務計上票（職員宿舎）5/5
施設管理部施設企画課
予算管理係

2020/06/01 7年 2027/05/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2019年度 予算管理 支出 令和1年度債務計上票（事務局　工事）1/4
施設管理部施設企画課
予算管理係

2020/06/01 7年 2027/05/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2019年度 予算管理 支出 令和1年度債務計上票（事務局　工事）2/4
施設管理部施設企画課
予算管理係

2020/06/01 7年 2027/05/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2019年度 予算管理 支出 令和1年度債務計上票（事務局　工事）3/4
施設管理部施設企画課
予算管理係

2020/06/01 7年 2027/05/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2019年度 予算管理 支出 令和1年度債務計上票（事務局　工事）4/4
施設管理部施設企画課
予算管理係

2020/06/01 7年 2027/05/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2019年度 予算管理 支出 令和1年度債務計上票（高等研究院）
施設管理部施設企画課
予算管理係

2020/06/01 7年 2027/05/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2019年度 予算管理 支出
令和1年度債務計上票（ジェンダー・リサーチ・ライブラ
リー）

施設管理部施設企画課
予算管理係

2020/06/01 7年 2027/05/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2019年度 予算管理 支出 令和1年度債務計上票（高等教育研究センター）
施設管理部施設企画課
予算管理係

2020/06/01 7年 2027/05/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2019年度 予算管理 支出 令和1年度債務計上票（博物館）
施設管理部施設企画課
予算管理係

2020/06/01 7年 2027/05/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2019年度 予算管理 工事契約伺 （東山）ライフライン再生（給排水設備）用地土壌調査業務
施設管理部施設企画課
予算管理係

2020/06/01 7年 2027/05/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄
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2019年度 予算管理 工事契約伺 （医病）病棟３階西改修工事
施設管理部施設企画課
予算管理係

2020/06/01 7年 2027/05/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2019年度 予算管理 工事契約伺 （医病）病棟３階西改修電気設備工事
施設管理部施設企画課
予算管理係

2020/06/01 7年 2027/05/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2019年度 予算管理 工事契約伺 （医病）病棟３階西改修機械設備工事
施設管理部施設企画課
予算管理係

2020/06/01 7年 2027/05/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2019年度 予算管理 工事契約伺 （医病）病棟火災報知設備改修工事
施設管理部施設企画課
予算管理係

2020/06/01 7年 2027/05/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2019年度 予算管理 工事契約伺 （東山）法経本館・共用館等屋上防水改修工事
施設管理部施設企画課
予算管理係

2020/06/01 7年 2027/05/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2019年度 予算管理 工事契約伺 （東山）ＲＩ貯留槽等とりこわし工事（不調）
施設管理部施設企画課
予算管理係

2020/06/01 7年 2027/05/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2019年度 予算管理 工事契約伺 （東山）総合研究棟（国際言語文化校舎）改修その他工事
施設管理部施設企画課
予算管理係

2020/06/01 7年 2027/05/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2019年度 予算管理 工事契約伺
（東山）総合研究棟（国際言語文化校舎）改修電気設備工
事

施設管理部施設企画課
予算管理係

2020/06/01 7年 2027/05/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2019年度 予算管理 工事契約伺
（東山）総合研究棟（国際言語文化校舎）改修機械設備工
事

施設管理部施設企画課
予算管理係

2020/06/01 7年 2027/05/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2019年度 予算管理 工事契約伺
（鶴舞）ライフ・イノベーション先端研究教育拠点施設（動
物実験施設）新営その他工事

施設管理部施設企画課
予算管理係

2020/06/01 7年 2027/05/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2019年度 予算管理 工事契約伺
（鶴舞）ライフ・イノベーション先端研究教育拠点施設（動
物実験施設）新営電気設備工事

施設管理部施設企画課
予算管理係

2020/06/01 7年 2027/05/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2019年度 予算管理 工事契約伺
（鶴舞）ライフ・イノベーション先端研究教育拠点施設（動
物実験施設）新営機械設備工事

施設管理部施設企画課
予算管理係

2020/06/01 7年 2027/05/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2019年度 予算管理 工事契約伺 （東山）総合保健体育科学センター外壁改修その他工事
施設管理部施設企画課
予算管理係

2020/06/01 7年 2027/05/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2019年度 予算管理 工事契約伺 （東山）基幹･環境整備（土木構造物Ⅰ期）工事
施設管理部施設企画課
予算管理係

2020/06/01 7年 2027/05/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2019年度 予算管理 工事契約伺 （東山）６号井戸整備工事
施設管理部施設企画課
予算管理係

2020/06/01 7年 2027/05/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2019年度 予算管理 工事契約伺 （東山）工学部９号館等変圧器他取替工事
施設管理部施設企画課
予算管理係

2020/06/01 7年 2027/05/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2019年度 予算管理 工事契約伺 （東山）文学部本館貴重書庫空調設備改修工事
施設管理部施設企画課
予算管理係

2020/06/01 7年 2027/05/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2019年度 予算管理 工事契約伺 （東山）ＩＢ電子情報館３階等改修工事
施設管理部施設企画課
予算管理係

2020/06/01 7年 2027/05/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2019年度 予算管理 工事契約伺 （東山）ＩＢ電子情報館３階等改修電気設備工事
施設管理部施設企画課
予算管理係

2020/06/01 7年 2027/05/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2019年度 予算管理 工事契約伺 （東山）ＩＢ電子情報館３階等改修機械設備工事
施設管理部施設企画課
予算管理係

2020/06/01 7年 2027/05/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2019年度 予算管理 工事契約伺 （東山）基幹･環境整備（給水設備等）（Ⅰ期）工事
施設管理部施設企画課
予算管理係

2020/06/01 7年 2027/05/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2019年度 予算管理 工事契約伺 （東山）基幹･環境整備（電気設備）（Ⅰ期）工事
施設管理部施設企画課
予算管理係

2020/06/01 7年 2027/05/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2019年度 予算管理 工事契約伺 （東山）基幹･環境整備（排水設備）（Ⅰ期）工事
施設管理部施設企画課
予算管理係

2020/06/01 7年 2027/05/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2019年度 予算管理 工事契約伺 （東山）職員クラブ改修その他工事
施設管理部施設企画課
予算管理係

2020/06/01 7年 2027/05/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2019年度 予算管理 工事契約伺 （東山）職員クラブ改修電気設備工事
施設管理部施設企画課
予算管理係

2020/06/01 7年 2027/05/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2019年度 予算管理 工事契約伺 （東山）職員クラブ改修機械設備工事
施設管理部施設企画課
予算管理係

2020/06/01 7年 2027/05/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2019年度 予算管理 工事契約伺 （東郷）基幹･環境整備（給水設備等）工事
施設管理部施設企画課
予算管理係

2020/06/01 7年 2027/05/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2019年度 予算管理 工事契約伺 （東山）研究所地区駐輪場取設工事
施設管理部施設企画課
予算管理係

2020/06/01 7年 2027/05/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2019年度 予算管理 工事契約伺 （東郷）崖崩れ復旧工事
施設管理部施設企画課
予算管理係

2020/06/01 7年 2027/05/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2019年度 予算管理 工事契約伺 （東山）弓道場的場等新営その他工事
施設管理部施設企画課
予算管理係

2020/06/01 7年 2027/05/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2019年度 予算管理 工事契約伺 （東山）研究所地区駐輪場取設工事
施設管理部施設企画課
予算管理係

2020/06/01 7年 2027/05/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2019年度 予算管理 工事契約伺 （東山）動物飼育・心理実験室入退室管理設備改修工事
施設管理部施設企画課
予算管理係

2020/06/01 7年 2027/05/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄
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2019年度 予算管理 工事契約伺 （矢田町）北側隣地境界擁壁取設工事
施設管理部施設企画課
予算管理係

2020/06/01 7年 2027/05/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2019年度 予算管理 工事契約伺
（東山）燃料保管施設西側擁壁上ブロック塀対策工事（不
調）

施設管理部施設企画課
予算管理係

2020/06/01 7年 2027/05/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2019年度 予算管理 工事契約伺 （菅島町）ボンベ庫新営その他工事
施設管理部施設企画課
予算管理係

2020/06/01 7年 2027/05/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2019年度 予算管理 工事契約伺 （東山）ライフライン再生（給排水設備）用地土壌調査業務
施設管理部施設企画課
予算管理係

2020/06/01 7年 2027/05/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2019年度 予算管理 工事契約伺
（鶴舞）ライフ・イノベーション先端研究教育拠点施設（動
物実験施設）改修設計業務（取消）

施設管理部施設企画課
予算管理係

2020/06/01 7年 2027/05/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2019年度 予算管理 工事契約伺
（鶴舞）ライフ・イノベーション先端研究教育拠点施設（動
物実験施設）改修設備設計業務（取消）

施設管理部施設企画課
予算管理係

2020/06/01 7年 2027/05/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2019年度 予算管理 工事契約伺 （東山）基幹・環境整備（特高受変電設備更新）設計業務
施設管理部施設企画課
予算管理係

2020/06/01 7年 2027/05/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2019年度 予算管理 工事契約伺 （東山）基幹・環境整備（屋外排水管Ⅱ期）設計業務
施設管理部施設企画課
予算管理係

2020/06/01 7年 2027/05/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2019年度 予算管理 工事契約伺 （東山）ライフライン再生（給排水設備）用地土壌調査業務
施設管理部施設企画課
予算管理係

2020/06/01 7年 2027/05/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2019年度 施設企画 議事要旨 平成31年度キャンパスマネジメント本部会議　議事要旨
施設管理部施設企画課
（補佐）

2020/04/01 10年 2030/03/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 移管

2019年度 調査企画 実態調査 平成31年度施設実態調査
施設管理部施設企画課
調査企画係

2020/04/01 10年 2030/03/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2019年度 計画推進 予算要求 平成31年度概算要求書
施設管理部施設企画課
計画推進係

2020/04/01 10年 2030/03/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2019年度 調査企画 交付申請 平成31年度施設整備費補助金･施設費交付申請書
施設管理部施設企画課
調査企画係

2020/04/01 30年 2050/03/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

2019年度 計画推進 施設計画 平成31年度実施計画案調書
施設管理部施設企画課
計画推進係

2020/04/01 30年 2050/03/31 紙 事務室 施設管理部施設企画課長 廃棄

1939年度 資産 不動産貸借 契約書　理学部
財務部経理・資産管理課
長

未定
貸付・借
入終了

- 紙
施設管理部資産
課事務室

施設管理部資産課長 廃棄

1945年度 資産 不動産貸借 契約関係綴　借入　自20・7至30・3
財務部経理・資産管理課
長

未定
貸付・借
入終了

- 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

1950年度 資産 不動産管理 25岳見宿舎　№１
財務部経理・資産管理課
長

1951/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

1951年度 資産 不動産管理 26幸川町宿舎　　№１
財務部経理・資産管理課
長

1952/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

1952年度 資産 不動産管理 S27～S33国有財産増減異動関係
財務部経理・資産管理課
長

1953/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

1955年度 資産 不動産貸借 契約書　農学部
財務部経理・資産管理課
長

未定
貸付・借
入終了

- 紙
施設管理部資産
課事務室

施設管理部資産課長 廃棄

1960年度 資産 不動産管理 S35～S37国有財産増減異動関係
財務部経理・資産管理課
長

1961/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

1962年度 資産 不動産貸借 契約関係綴 借入　三　自37・9至40・11
財務部経理・資産管理課
長

未定
貸付・借
入終了

- 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

1962年度 資産 不動産貸借 契約関係綴 借入　二
財務部経理・資産管理課
長

未定
貸付・借
入終了

- 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

1962年度 資産 不動産管理
国有財産増減及び現在額計算書・報告書　　昭和３７年
度

財務部経理・資産管理課
長

1963/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

1963年度 資産 不動産管理 S38国有財産増減異動関係
財務部経理・資産管理課
長

1964/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

1963年度 資産 不動産管理 S38国有財産増減異動関係
財務部経理・資産管理課
長

1964/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

1963年度 資産 不動産管理
国有財産増減及び現在額計算書・報告書　　昭和３８年
度

財務部経理・資産管理課
長

1964/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

1964年度 資産 不動産管理 S39国有財産増減異動関係
財務部経理・資産管理課
長

1965/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

1964年度 資産 不動産管理 S39国有財産増減異動関係
財務部経理・資産管理課
長

1965/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

1964年度 資産 不動産管理 固有財産通牒綴　　二　　　三十九年度
財務部経理・資産管理課
長

1965/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

1965年度 資産 不動産管理 S40～S41国有財産増減異動関係
財務部経理・資産管理課
長

1966/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

1965年度 資産 不動産貸借 契約関係綴 借入　　40・12～41・3（四）
財務部経理・資産管理課
長

未定
貸付・借
入終了

- 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄
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1965年度 資産 不動産管理
国有財産増減及び現在額計算書・報告書　　昭和４０年
度

財務部経理・資産管理課
長

1966/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

1965年度 資産 不動産管理 蓼科宿泊施設綴　昭和４０年～昭和４５年
財務部経理・資産管理課
長

1966/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

1966年度 資産 不動産貸借 契約関係　借入
財務部経理・資産管理課
長

未定
貸付・借
入終了

- 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

1966年度 資産 不動産貸借 契約関係綴　借入　41・9～42・9 (五）
財務部経理・資産管理課
長

未定
貸付・借
入終了

- 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

1966年度 資産 不動産管理
国有財産増減及び現在額計算書・報告書　　昭和４１年
度　　昭和４２年度

財務部経理・資産管理課
長

1967/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

1967年度 資産 不動産管理 S42～S43国有財産増減異動関係
財務部経理・資産管理課
長

1968/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

1967年度 資産 不動産貸借 契約関係綴 借入
財務部経理・資産管理課
長

未定
貸付・借
入終了

- 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

1967年度 資産 不動産貸借 契約関係綴 借入
財務部経理・資産管理課
長

未定
貸付・借
入終了

- 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

1967年度 資産 不動産貸借 契約関係綴 借入　42・11～43・4　（六）
財務部経理・資産管理課
長

未定
貸付・借
入終了

- 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

1968年度 資産 不動産管理
国有財産増減及び現在額計算書・報告書　　昭和４３年
度

財務部経理・資産管理課
長

1969/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

1969年度 資産 不動産管理 S44～S50国有財産増減異動関係　《取得》
財務部経理・資産管理課
長

1970/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

1969年度 資産 不動産貸借 契約関係　借入44－1
財務部経理・資産管理課
長

未定
貸付・借
入終了

- 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

1969年度 資産 不動産貸借 契約書　理学部
財務部経理・資産管理課
長

未定
貸付・借
入終了

- 紙
施設管理部資産
課事務室

施設管理部資産課長 廃棄

1969年度 資産 不動産管理 国有財産増減異動関係　44－1
財務部経理・資産管理課
長

1970/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

1969年度 資産 不動産管理 国有財産増減異動関係　44－2
財務部経理・資産管理課
長

1970/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

1969年度 資産 不動産管理
国有財産増減及び現在額計算書・報告書　　昭和４４年
度

財務部経理・資産管理課
長

1970/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

1970年度 資産 不動産管理 S45空電　佐久島観測所敷地購入関係綴
財務部経理・資産管理課
長

1971/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

1970年度 資産 不動産管理 S45国有財産増減異動関係
財務部経理・資産管理課
長

1971/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

1970年度 資産 不動産管理 S45国有財産増減異動関係　《寄附》
財務部経理・資産管理課
長

1971/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

1970年度 資産 不動産管理
国有財産増減及び現在額計算書・報告書　　昭和４５年
度

財務部経理・資産管理課
長

1971/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

1971年度 資産 不動産管理 S46～S61国有財産増減異動関係　《所管換》
財務部経理・資産管理課
長

1972/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

1971年度 資産 不動産管理 S46～S6３国有財産増減異動関係　《用途変更》
財務部経理・資産管理課
長

1972/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

1971年度 資産 不動産管理 Ｓ46～蓼科宿泊施設
財務部経理・資産管理課
長

1972/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

1971年度 資産 不動産貸借 S46契約綴　借入
財務部経理・資産管理課
長

未定
貸付・借
入終了

- 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

1971年度 資産 不動産管理 S46国有財産増減異動綴
財務部経理・資産管理課
長

1972/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

1971年度 資産 不動産管理 国有財産増減異動綴
財務部経理・資産管理課
長

1972/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

1971年度 資産 不動産管理 国有財産増減異動綴　46－3
財務部経理・資産管理課
長

1972/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

1971年度 資産 不動産管理
国有財産増減及び現在額計算書・報告書　　昭和４６年
度　昭和４７年度

財務部経理・資産管理課
長

1972/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

1972年度 資産 不動産貸借 S47契約綴　借入
財務部経理・資産管理課
長

未定
貸付・借
入終了

- 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

1972年度 資産 不動産管理 S47国有財産増減異動綴
財務部経理・資産管理課
長

1973/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

1972年度 資産 不動産管理 S47国有財産増減異動綴　2－2
財務部経理・資産管理課
長

1973/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

1972年度 資産 不動産管理 S47普通財産（安城地区）処分　道路部分　５
財務部経理・資産管理課
長

1973/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄
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1973年度 資産 不動産管理 S48国有財産増減異動綴　－1
財務部経理・資産管理課
長

1974/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

1973年度 資産 不動産貸借 契約書　農学部・太陽研
財務部経理・資産管理課
長

未定
貸付・借
入終了

- 紙
施設管理部資産
課事務室

施設管理部資産課長 廃棄

1973年度 資産 不動産管理
国有財産増減及び現在額計算書・報告書　　昭和４８年
度

財務部経理・資産管理課
長

1974/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

1974年度 資産 不動産貸借 S49契約綴　借入
財務部経理・資産管理課
長

未定
貸付・借
入終了

- 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

1974年度 資産 不動産管理 S49国有財産増減異動綴
財務部経理・資産管理課
長

1975/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

1974年度 資産 不動産管理 S49国有財産増減異動綴 用途廃止関係
財務部経理・資産管理課
長

1975/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

1974年度 資産 不動産貸借 契約関係綴
財務部経理・資産管理課
長

未定
貸付・借
入終了

- 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

1974年度 資産 不動産管理
国有財産増減及び現在額計算書・報告書　　昭和４９年
度　昭和５０年度

財務部経理・資産管理課
長

1975/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

1974年度 資産 不動産貸借 昭和４９年度　契約綴－１　借入
財務部経理・資産管理課
長

未定
貸付・借
入終了

- 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

1974年度 資産 不動産貸借 昭和４９年度　契約綴－２　借入
財務部経理・資産管理課
長

未定
貸付・借
入終了

- 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

1975年度 資産 不動産管理 S50 ～稲武演習林　林道関係
財務部経理・資産管理課
長

1976/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

1975年度 資産 不動産貸借 S50契約綴　借入
財務部経理・資産管理課
長

未定
貸付・借
入終了

- 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

1975年度 資産 不動産管理 S50国有財産増減異動綴　1
財務部経理・資産管理課
長

1976/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

1975年度 資産 不動産管理 S50国有財産増減異動綴　2
財務部経理・資産管理課
長

1976/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

1976年度 資産 その他 S51～H2国有財産増減異動関係　〈整理換〉
財務部経理・資産管理課
長

1977/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

1976年度 資産 不動産管理 S51～S54国有財産増減異動関係　《取得》
財務部経理・資産管理課
長

1977/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

1976年度 資産 不動産貸借 S51契約綴　借入
財務部経理・資産管理課
長

未定
貸付・借
入終了

- 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

1976年度 資産 不動産管理 S51国有財産増減異動綴
財務部経理・資産管理課
長

1977/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

1976年度 資産 不動産管理
国有財産増減及び現在額計算書・報告書　　昭和５１年
度　昭和５２年度

財務部経理・資産管理課
長

1977/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

1977年度 資産 不動産貸借 S52契約綴　借入　NO.1
財務部経理・資産管理課
長

未定
貸付・借
入終了

- 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

1977年度 資産 不動産貸借 S52契約綴　借入　NO.2
財務部経理・資産管理課
長

未定
貸付・借
入終了

- 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

1977年度 資産 不動産管理 S52国有財産増減異動綴
財務部経理・資産管理課
長

1978/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

1978年度 資産 不動産管理 S53医学部用地換地関係綴　２８
財務部経理・資産管理課
長

1979/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

1978年度 資産 不動産貸借 S53契約書綴　借入
財務部経理・資産管理課
長

未定
貸付・借
入終了

- 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

1978年度 資産 不動産管理 S53国有財産増減異動綴
財務部経理・資産管理課
長

1979/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

1978年度 資産 不動産貸借 S53東海地区共同利用研修施設
財務部経理・資産管理課
長

未定
貸付・借
入終了

- 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

1978年度 資産 不動産管理
国有財産増減及び現在額計算書・報告書　　昭和５３年
度　昭和５４年度

財務部経理・資産管理課
長

1979/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

1979年度 資産 不動産貸借 S54契約綴　借入　2－1
財務部経理・資産管理課
長

未定
貸付・借
入終了

- 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

1979年度 資産 不動産貸借 S54契約綴　借入　2－2
財務部経理・資産管理課
長

未定
貸付・借
入終了

- 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

1979年度 資産 不動産管理 S54国有財産増減綴　1－1
財務部経理・資産管理課
長

1980/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

1979年度 資産 不動産管理
プラ研移転用地について　昭和五十四年六月－昭和五
十九年九月　管財課

財務部経理・資産管理課
長

1980/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

1979年度 資産 不動産貸借 契約書　本部
財務部経理・資産管理課
長

未定
貸付・借
入終了

- 紙
施設管理部資産
課事務室

施設管理部資産課長 廃棄
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1980年度 資産 不動産管理 S55～H元国有財産増減異動関係　《取得》
財務部経理・資産管理課
長

1981/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

1980年度 資産 不動産貸借 S55契約綴　借入　2－1
財務部経理・資産管理課
長

未定
貸付・借
入終了

- 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

1980年度 資産 不動産貸借 S55契約綴　借入　2－2
財務部経理・資産管理課
長

未定
貸付・借
入終了

- 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

1980年度 資産 不動産管理 S55国有財産増減綴
財務部経理・資産管理課
長

1981/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

1980年度 資産 不動産管理
国有財産増減及び現在額計算書・報告書　　昭和５５年
度

財務部経理・資産管理課
長

1981/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

1980年度 資産 不動産管理
国有財産増減及び現在額計算書・報告書　　昭和５５年
度

財務部経理・資産管理課
長

1981/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

1981年度 資産 不動産管理 S56医学部記念会館　建設寄附に関する綴
財務部経理・資産管理課
長

1982/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

1981年度 資産 不動産貸借 S56契約綴　借入　2－1
財務部経理・資産管理課
長

未定
貸付・借
入終了

- 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

1981年度 資産 不動産貸借 S56契約綴　借入　2－2
財務部経理・資産管理課
長

未定
貸付・借
入終了

- 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

1981年度 資産 不動産管理 S56国有財産増減綴
財務部経理・資産管理課
長

1982/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

1981年度 資産 不動産管理
国有財産増減及び現在額計算書・報告書　　昭和５６年
度

財務部経理・資産管理課
長

1982/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

1982年度 資産 不動産管理 57豊田講堂
財務部経理・資産管理課
長

1983/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

1982年度 資産 不動産貸借 S57契約綴　借入
財務部経理・資産管理課
長

未定
貸付・借
入終了

- 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

1982年度 資産 不動産管理 S57国有財産増減異動報告綴
財務部経理・資産管理課
長

1983/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

1982年度 資産 不動産管理
国有財産増減及び現在額計算書・報告書　　昭和５７年
度

財務部経理・資産管理課
長

1983/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

1983年度 資産 不動産貸借 （５８）契約綴
財務部経理・資産管理課
長

未定
貸付・借
入終了

- 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

1983年度 資産 不動産管理 S58増減異動関係
財務部経理・資産管理課
長

1984/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

1983年度 資産 不動産管理
国有財産増減及び現在額計算書・報告書　　昭和５８年
度

財務部経理・資産管理課
長

1984/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

1983年度 資産 不動産管理 蓼科宿泊施設　温泉契約外・諸届申請
財務部経理・資産管理課
長

1984/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

1984年度 資産 不動産貸借 S59契約綴　借入
財務部経理・資産管理課
長

未定
貸付・借
入終了

- 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

1984年度 資産 不動産管理 S59増減異動関係
財務部経理・資産管理課
長

1985/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

1984年度 資産 不動産管理
プラ研移転用地について　昭和五十九年十二月－昭和
六十年六月　管財課

財務部経理・資産管理課
長

1985/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

1984年度 資産 不動産管理
国有財産増減及び現在額計算書・報告書　　昭和５９年
度

財務部経理・資産管理課
長

1985/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

1985年度 資産 不動産貸借 ６０　名古屋大学出版会
財務部経理・資産管理課
長

1986/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

1985年度 資産 不動産管理 62　故・加藤龍太郎氏遺産寄附　60・12・1～　（２）
財務部経理・資産管理課
長

1986/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

1985年度 資産 不動産貸借 S60契約　借入
財務部経理・資産管理課
長

未定
貸付・借
入終了

- 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

1985年度 資産 不動産管理 S60増減異動関係
財務部経理・資産管理課
長

1986/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

1985年度 資産 不動産管理 プラズマ研究所移転用地　（６０年度購入分）
財務部経理・資産管理課
長

1986/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

1985年度 資産 不動産管理 プラズマ研究所移転用地取得関係（６０～１０）
財務部経理・資産管理課
長

1986/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

1985年度 資産 不動産管理
プラ研移転用地について　昭和六十年七月－昭和六十
年九月　管財課

財務部経理・資産管理課
長

1986/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

1985年度 資産 不動産管理
プラ研移転用地について　昭和六十年十月－昭和六十
年十一月　管財課

財務部経理・資産管理課
長

1986/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

1985年度 資産 不動産管理
プラ研移転用地について　昭和六十年十二月－昭和六
十一年三月　管財課

財務部経理・資産管理課
長

1986/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄
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1985年度 資産 不動産管理 故・加藤龍太郎氏遺産寄附　60・12・1～　（１）
財務部経理・資産管理課
長

1986/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

1985年度 資産 不動産管理
国有財産増減及び現在額計算書・報告書　　昭和６０年
度

財務部経理・資産管理課
長

1986/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

1985年度 資産 不動産管理 地元対策関係　　　　　昭和六十年十月
財務部経理・資産管理課
長

1986/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

1986年度 資産 不動産貸借 S61契約綴　借入
財務部経理・資産管理課
長

未定
貸付・借
入終了

- 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

1986年度 資産 不動産管理 S61増減異動関係
財務部経理・資産管理課
長

1987/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

1986年度 資産 不動産管理 プラズマ研究所　（土地公示価格　官報等）
財務部経理・資産管理課
長

1987/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

1986年度 資産 不動産管理 プラズマ研究所移転用地　（６１年度購入分）
財務部経理・資産管理課
長

1987/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

1986年度 資産 不動産管理 プラズマ研究所購入予定地調査資料
財務部経理・資産管理課
長

1987/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

1986年度 資産 不動産管理 プラズマ研究所土地の取得について　管財
財務部経理・資産管理課
長

1987/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

1986年度 資産 不動産管理
プラ研移転用地について　昭和六十一年四月－昭和六
十二年三月　管財課

財務部経理・資産管理課
長

1987/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

1986年度 資産 不動産管理 核融合研究所
財務部経理・資産管理課
長

1987/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

1987年度 資産 不動産貸借 S62契約綴　借入
財務部経理・資産管理課
長

未定
貸付・借
入終了

- 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

1987年度 資産 不動産貸借 S62契約綴　借入
財務部経理・資産管理課
長

未定
貸付・借
入終了

- 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

1987年度 資産 不動産貸借 S62使用許可
財務部経理・資産管理課
長

未定
貸付・借
入終了

- 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

1987年度 資産 不動産管理 S62増減異動　（１）
財務部経理・資産管理課
長

1988/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

1987年度 資産 不動産管理 S62増減異動　（２）
財務部経理・資産管理課
長

1988/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

1987年度 資産 不動産管理
プラズマ研移転用地について　　昭和六十二年四月　昭
和六十二年　　管財課

財務部経理・資産管理課
長

1988/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

1987年度 資産 不動産管理
国有財産増減及び現在額計算書・報告書　　昭和６２年
度

財務部経理・資産管理課
長

1988/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

1988年度 資産 不動産貸借 S63・H元使用許可
財務部経理・資産管理課
長

未定
貸付・借
入終了

- 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

1988年度 資産 不動産貸借 S63契約綴　借入　（１）
財務部経理・資産管理課
長

未定
貸付・借
入終了

- 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

1988年度 資産 不動産貸借 S63契約綴　借入　（２）
財務部経理・資産管理課
長

未定
貸付・借
入終了

- 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

1988年度 資産 不動産管理 S63増減異動　（１）
財務部経理・資産管理課
長

1989/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

1988年度 資産 不動産管理 S63増減異動　（２）
財務部経理・資産管理課
長

1989/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

1988年度 資産 不動産管理 旧分院建物図面（一）
財務部経理・資産管理課
長

1989/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

1988年度 資産 不動産管理 旧分院建物図面（三）
財務部経理・資産管理課
長

1989/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

1988年度 資産 不動産管理 旧分院建物図面（四）
財務部経理・資産管理課
長

1989/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

1988年度 資産 不動産管理 旧分院建物図面（二）
財務部経理・資産管理課
長

1989/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

1988年度 資産 不動産管理 元～核融合研関係　移行事務　所属替　使用承認外
財務部経理・資産管理課
長

1989/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

1988年度 資産 宿舎管理 広瀬町宿舎・小松町宿舎　売払関係　S６３～H元
財務部経理・資産管理課
長

1989/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

1988年度 資産 不動産管理
国有財産増減及び現在額計算書・報告書　　平成元年度
平成２年度

財務部経理・資産管理課
長

1989/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

1988年度 資産 不動産貸借 使用許可　　電柱等　　昭和６３年～平成
財務部経理・資産管理課
長

未定
貸付・借
入終了

- 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

1988年度 資産 不動産管理 理学部建物図
財務部経理・資産管理課
長

1989/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄
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1989年度 資産 不動産貸借 元年契約綴　借入
財務部経理・資産管理課
長

未定
貸付・借
入終了

- 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

1989年度 資産 不動産管理 元年増減異動　（１）
財務部経理・資産管理課
長

1990/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

1989年度 資産 不動産管理 元年増減異動　（２）
財務部経理・資産管理課
長

1990/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

1990年度 資産 不動産貸借 2契約綴　借入
財務部経理・資産管理課
長

未定
貸付・借
入終了

- 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

1990年度 資産 不動産管理 2増減異動　（１）
財務部経理・資産管理課
長

1991/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

1990年度 資産 不動産管理 2増減異動　（２）
財務部経理・資産管理課
長

1991/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

1990年度 資産 不動産貸借 H2～H6使用許可（無償分）
財務部経理・資産管理課
長

未定
貸付・借
入終了

- 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

1990年度 資産 不動産管理
S55名古屋大学　医学部高原医学研究所の測量　長野県
木曽郡木曽福島町字板取島五五－弐

財務部経理・資産管理課
長

1991/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

1990年度 資産 不動産管理 価格改定　評価調書 3.3.31　１－１
財務部経理・資産管理課
長

1991/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

1990年度 資産 不動産管理 価格改定　評価調書 3.3.31　１－２
財務部経理・資産管理課
長

1991/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

1990年度 資産 不動産管理 価格改定　評価調書 3.3.31　１－３
財務部経理・資産管理課
長

1991/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

1991年度 資産 不動産貸借 3契約綴　借入
財務部経理・資産管理課
長

未定
貸付・借
入終了

- 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

1991年度 資産 不動産管理 3増減異動報告　（１）
財務部経理・資産管理課
長

1992/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

1991年度 資産 不動産管理 3増減異動報告　（２）
財務部経理・資産管理課
長

1992/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

1991年度 資産 不動産貸借 H3～H8使用許可　（許可期間　５年分）
財務部経理・資産管理課
長

未定
貸付・借
入終了

- 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

1991年度 資産 不動産管理
国有財産増減及び現在額計算書・報告書　　平成３年度
平成４年度

財務部経理・資産管理課
長

1992/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

1992年度 資産 不動産貸借 4契約綴　借入
財務部経理・資産管理課
長

未定
貸付・借
入終了

- 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

1992年度 資産 不動産管理 4広報センター（仮称）寄附綴（出版会）
財務部経理・資産管理課
長

1993/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

1992年度 資産 不動産管理 4増減異動報告　（１）
財務部経理・資産管理課
長

1993/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

1992年度 資産 不動産管理 4増減異動報告　（２）
財務部経理・資産管理課
長

1993/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

1993年度 資産 不動産貸借 5契約綴　借入
財務部経理・資産管理課
長

未定
貸付・借
入終了

- 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

1993年度 資産 不動産貸借 5使用許可　（年間分）
財務部経理・資産管理課
長

未定
貸付・借
入終了

- 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

1993年度 資産 不動産管理 5増減異動報告等
財務部経理・資産管理課
長

1994/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

1993年度 資産 不動産管理 5庁舎敷地取得予定　営繕計画及び建物取得協議綴
財務部経理・資産管理課
長

1994/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

1993年度 資産 不動産管理 温泉供給契約関係
財務部経理・資産管理課
長

1994/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

1993年度 資産 不動産管理
国有財産増減及び現在額計算書・報告書　平成５年度
平成６年度

財務部経理・資産管理課
長

1994/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

1994年度 資産 不動産貸借 6借入分契約伺綴
財務部経理・資産管理課
長

未定
貸付・借
入終了

- 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

1994年度 資産 不動産管理 6増減異動報告等
財務部経理・資産管理課
長

1995/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

1994年度 資産 不動産管理 6蓼科宿泊施設　消防関係。消防用設備
財務部経理・資産管理課
長

1995/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

1994年度 資産 不動産貸借 H6使用許可関係（年間許可分）
財務部経理・資産管理課
長

未定
貸付・借
入終了

- 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

1994年度 資産 不動産貸借 永久保存　電柱ファイル①
財務部経理・資産管理課
長

未定
貸付・借
入終了

- 紙
施設管理部資産
課事務室

施設管理部資産課長 廃棄

1994年度 資産 不動産貸借 永久保存　電柱ファイル②
財務部経理・資産管理課
長

未定
貸付・借
入終了

- 紙
施設管理部資産
課事務室

施設管理部資産課長 廃棄
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1995年度 資産 不動産貸借 7～9借入状況報告書
財務部経理・資産管理課
長

未定
貸付・借
入終了

- 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

1995年度 資産 宿舎管理 ７～省庁別宿舎の現状把握について
財務部経理・資産管理課
長

1996/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

1995年度 資産 宿舎管理 7合同宿舎転任等通報綴
財務部経理・資産管理課
長

1996/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

1995年度 資産 不動産貸借 7使用許可（年間）
財務部経理・資産管理課
長

未定
貸付・借
入終了

- 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

1995年度 資産 不動産貸借 7借入分契約伺綴
財務部経理・資産管理課
長

未定
貸付・借
入終了

- 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

1995年度 資産 宿舎管理
7宿舎貸与申請・承認書　（自動車の保管場所）自動車変
更届　№１

財務部経理・資産管理課
長

1996/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

1995年度 資産 宿舎管理
7宿舎貸与申請・承認書（合同分）　宿舎貸与申請関係文
書№１

財務部経理・資産管理課
長

1996/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

1995年度 資産 宿舎管理
7宿舎貸与申請・承認書（省庁別分）　宿舎貸与申請関係
文書№２

財務部経理・資産管理課
長

1996/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

1995年度 資産 不動産管理 7出資財産指定協議書類　-管財班-
財務部経理・資産管理課
長

1996/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

1995年度 資産 不動産管理 7増減異動報告等　１
財務部経理・資産管理課
長

1996/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

1995年度 資産 不動産管理 7増減異動報告等　２
財務部経理・資産管理課
長

1996/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

1995年度 資産 不動産管理 7地下鉄４号線関係
財務部経理・資産管理課
長

1996/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

1995年度 資産 不動産管理 7名古屋都市計画道路　高速１号線等　関係
財務部経理・資産管理課
長

1996/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

1995年度 資産 不動産管理 高速１号線関係書類綴　１／４
財務部経理・資産管理課
長

1996/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

1995年度 資産 不動産管理 高速１号線関係書類綴　２／４
財務部経理・資産管理課
長

1996/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

1995年度 資産 不動産管理 高速１号線関係書類綴　３／４　確認書・協定書有
財務部経理・資産管理課
長

1996/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

1995年度 資産 不動産管理 高速１号線関係書類綴　４／４物件補償契約（伺）
財務部経理・資産管理課
長

1996/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

1995年度 資産 不動産管理 高速１号線建設関係　使用許可　平成7・8・9年度
財務部経理・資産管理課
長

1996/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

1995年度 資産 不動産管理 高速道路１号線関係綴　（移転補償関係）
財務部経理・資産管理課
長

1996/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

1995年度 資産 宿舎管理
自動車保管場所使用承諾書（自動車の保管場所貸与申
請）　№２

財務部経理・資産管理課
長

1996/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

1996年度 資産 宿舎管理 8合同宿舎転任等通報綴
財務部経理・資産管理課
長

1997/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

1996年度 資産 宿舎管理
8自動車保管場所使用承諾書（自動車の保管場所貸与申
請）

財務部経理・資産管理課
長

1997/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

1996年度 資産 宿舎管理
8自動車保管場所使用承諾書（自動車の保管場所貸与申
請）№２

財務部経理・資産管理課
長

1997/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

1996年度 資産 不動産貸借 8借入分契約伺綴
財務部経理・資産管理課
長

未定
貸付・借
入終了

- 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

1996年度 資産 宿舎管理 8宿舎貸与申請・承認書
財務部経理・資産管理課
長

1997/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

1996年度 資産 宿舎管理
8宿舎貸与申請・承認書　（自動車の保管場所・変更届）
№１

財務部経理・資産管理課
長

1997/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

1996年度 資産 宿舎管理 8宿舎貸与申請・承認書　（省庁別）
財務部経理・資産管理課
長

1997/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

1996年度 資産 不動産管理 8増減異動報告等　１
財務部経理・資産管理課
長

1997/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

1996年度 資産 不動産貸借 H8使用許可 (年間）　1/3
財務部経理・資産管理課
長

未定
貸付・借
入終了

- 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

1996年度 資産 不動産貸借 H8使用許可 (年間）　2/3
財務部経理・資産管理課
長

未定
貸付・借
入終了

- 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

1996年度 資産 不動産貸借 H8使用許可 (年間）　3/3
財務部経理・資産管理課
長

未定
貸付・借
入終了

- 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

1996年度 資産 不動産貸借 契約書　工学部
財務部経理・資産管理課
長

未定
貸付・借
入終了

- 紙
施設管理部資産
課事務室

施設管理部資産課長 廃棄
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1996年度 資産 不動産貸借 借入分契約解約分
財務部経理・資産管理課
長

未定
貸付・借
入終了

- 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

1996年度 資産 不動産管理 蓼科宿泊施設　料金改定綴り　H8.～
財務部経理・資産管理課
長

1997/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

1997年度 資産 その他 ９　創立五十周年記念建物関係
財務部経理・資産管理課
長

1998/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

1997年度 資産 宿舎管理 9～14公務員宿舎使用料及び物件使用料の改訂
財務部経理・資産管理課
長

1998/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

1997年度 資産 不動産貸借 9国有財産使用許可・年間・有償分
財務部経理・資産管理課
長

未定
貸付・借
入終了

- 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

1997年度 資産 不動産貸借 9国有財産使用許可書・承諾書
財務部経理・資産管理課
長

未定
貸付・借
入終了

- 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

1997年度 資産 宿舎管理 9自動車保管場所使用承諾証明書　№２
財務部経理・資産管理課
長

1998/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

1997年度 資産 不動産貸借 9借入分契約伺綴
財務部経理・資産管理課
長

未定
貸付・借
入終了

- 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

1997年度 資産 不動産貸借 9借入分契約伺綴　１の２
財務部経理・資産管理課
長

未定
貸付・借
入終了

- 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

1997年度 資産 宿舎管理 9宿舎一時使用（一代貸）　徴収依頼
財務部経理・資産管理課
長

1998/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

1997年度 資産 宿舎管理
9宿舎貸与申請・承認書　（自動車保管場所貸与申請書・
自動車変更届）　№１

財務部経理・資産管理課
長

1998/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

1997年度 資産 宿舎管理
9宿舎貸与申請・承認書（合同分）宿舎貸与申請関係文書
№１

財務部経理・資産管理課
長

1998/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

1997年度 資産 宿舎管理
9宿舎貸与申請・承認書（省庁別）宿舎貸与申請関係文書
№２

財務部経理・資産管理課
長

1998/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

1997年度 資産 不動産管理 9増減異動報告　（１）
財務部経理・資産管理課
長

1998/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

1997年度 資産 不動産管理 H9～国有財産（土地）の有効活用に関するヒヤリング
財務部経理・資産管理課
長

1998/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

1997年度 資産 不動産管理 国有財産（土地）の有効活用に関するヒヤリング
財務部経理・資産管理課
長

1998/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

1997年度 資産 不動産貸借
太陽研（陸別町天文台）関係綴り　平成９年度借入関係
文書

財務部経理・資産管理課
長

未定
貸付・借
入終了

- 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

1998年度 資産 不動産管理 10・11・12高速道路第１号線使用許可関係
財務部経理・資産管理課
長

未定
貸付・借
入終了

- 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

1998年度 資産 不動産管理 10国有財産増減整理簿
財務部経理・資産管理課
長

1999/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

1998年度 資産 不動産貸借 10使用許可（年間・無償分）
財務部経理・資産管理課
長

未定
貸付・借
入終了

- 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

1998年度 資産 不動産貸借 10借入分契約伺綴
財務部経理・資産管理課
長

未定
貸付・借
入終了

- 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

1998年度 資産 不動産管理 10増減異動報告等　「１」
財務部経理・資産管理課
長

1999/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

1998年度 資産 不動産管理 10増減異動報告等　「２」
財務部経理・資産管理課
長

1999/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

1998年度 資産 不動産管理
10名古屋大学豊田講堂音響調整卓その他取替工事契約
伺

財務部経理・資産管理課
長

1999/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

1998年度 資産 不動産貸借 契約解除
財務部経理・資産管理課
長

未定
貸付・借
入終了

- 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

1999年度 資産 不動産貸借 11国有財産使用許可（年間・有償分）
財務部経理・資産管理課
長

未定
貸付・借
入終了

- 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

1999年度 資産 不動産貸借 11国有財産使用許可（年間・有償分）　　２
財務部経理・資産管理課
長

未定
貸付・借
入終了

- 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

1999年度 資産 不動産貸借 11国有財産使用許可・承認書写（年間・有償）
財務部経理・資産管理課
長

未定
貸付・借
入終了

- 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

1999年度 資産 不動産管理 11国有財産増減整理簿
財務部経理・資産管理課
長

2000/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

1999年度 資産 不動産貸借 11使用許可（年間・無償分）
財務部経理・資産管理課
長

未定
貸付・借
入終了

- 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

1999年度 資産 不動産貸借 11借入分契約伺綴
財務部経理・資産管理課
長

未定
貸付・借
入終了

- 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

1999年度 資産 不動産管理 11増減異動報告等　「１」
財務部経理・資産管理課
長

2000/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄
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1999年度 資産 不動産管理 11増減異動報告等　「２」
財務部経理・資産管理課
長

2000/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

1999年度 資産 不動産管理 周辺道路等工事（四谷通り　他）　水路など
財務部経理・資産管理課
長

2000/4/1 永年 - 紙
施設管理部資産
課事務室

施設管理部資産課長 廃棄

1999年度 資産 宿舎管理 庁舎等管理簿　平成１１年度～
財務部経理・資産管理課
長

2000/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2000年度 資産 不動産貸借 12国有財産使用許可（年間・有償分）
財務部経理・資産管理課
長

未定
貸付・借
入終了

- 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2000年度 資産 不動産貸借 12国有財産使用許可・承認書写（年間・有償）
財務部経理・資産管理課
長

未定
貸付・借
入終了

- 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2000年度 資産 不動産貸借 12使用許可（年間・無償分）
財務部経理・資産管理課
長

未定
貸付・借
入終了

- 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2000年度 資産 不動産貸借 12借入分契約伺綴
財務部経理・資産管理課
長

未定
貸付・借
入終了

- 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2000年度 資産 宿舎管理 12宿舎一時使用（一代貸）　徴収依頼
財務部経理・資産管理課
長

2001/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2000年度 資産 宿舎管理
12宿舎貸与申請書・承認書（合同）　宿舎貸与申請関係
文書　平成12年度　№１

財務部経理・資産管理課
長

2001/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2000年度 資産 不動産管理 12増減異動報告等　「１」
財務部経理・資産管理課
長

2001/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2000年度 資産 不動産管理 12増減異動報告等　「２」
財務部経理・資産管理課
長

2001/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2000年度 資産 不動産管理 12増減異動報告等　「３」
財務部経理・資産管理課
長

2001/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2000年度 資産 不動産管理
平成１２年９月１１日・１２日東海豪雨による国有財産減失
（き損）報告書関係綴

財務部経理・資産管理課
長

2001/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2000年度 資産 不動産管理
平成１３年１月　国有財産台帳の価格改定に」関する評価
要領　財務省　理財局

財務部経理・資産管理課
長

2002/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2000年度 資産 不動産管理 蓼科　臨時補助員雇上　（平成１２年度～）
財務部経理・資産管理課
長

2001/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2000年度 資産 不動産管理 蓼科宿泊施設　温泉契約外・諸届申請
財務部経理・資産管理課
長

2001/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2001年度 資産 不動産管理 １３～令２条該当者の指定状況報告書　平成１３年度～
財務部経理・資産管理課
長

2002/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2001年度 資産 不動産管理
13国有財産の処分等に関する研究会　（平成１３年１１月
１４日から平成１３年１１月１６日）

財務部経理・資産管理課
長

2002/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2001年度 資産 不動産管理 13国有財産実態調査
財務部経理・資産管理課
長

2002/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2001年度 資産 不動産管理 13国有財産増減整理簿
財務部経理・資産管理課
長

2002/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2001年度 資産 不動産貸借 13借入分契約伺綴
財務部経理・資産管理課
長

未定
貸付・借
入終了

- 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2001年度 資産 不動産管理 13振動問題対策月例会議綴
財務部経理・資産管理課
長

2002/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2001年度 資産 不動産管理 13増減異動報告等　「１」
財務部経理・資産管理課
長

2002/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2001年度 資産 不動産管理 13増減異動報告等　「２」
財務部経理・資産管理課
長

2002/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2001年度 資産 不動産管理 13増減異動報告等　「３」
財務部経理・資産管理課
長

2002/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2001年度 資産 不動産管理 13増減異動報告等　「４」
財務部経理・資産管理課
長

2002/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2001年度 資産 宿舎管理 13庁舎及びその敷地の取得予定に関する調書
財務部経理・資産管理課
長

2002/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2001年度 資産 不動産管理 13文部科学省提出書類　　１
財務部経理・資産管理課
長

2002/4/1 30年 2032/3/31 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2001年度 資産 宿舎管理 ＣＣＴＶサービス導入に関する協定書
財務部経理・資産管理課
長

2002/4/1 永年 - 紙
施設管理部資産
課事務室

施設管理部資産課長 廃棄

2001年度 資産 不動産管理 蔵管１号の改正に伴う使用料の算定根拠について
財務部経理・資産管理課
長

2002/4/1 永年 - 紙
施設管理部資産
課事務室

施設管理部資産課長 廃棄

2002年度 資産 宿舎管理 14合同宿舎転任通報綴
財務部経理・資産管理課
長

2003/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2002年度 資産 不動産貸借 14借入分契約伺綴
財務部経理・資産管理課
長

未定
貸付・借
入終了

- 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄
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2002年度 資産 宿舎管理 14洲雲町宿舎　用途廃止について
財務部経理・資産管理課
長

2003/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2002年度 資産 宿舎管理
14宿舎貸与申請・承認書（合同）　宿舎貸与申請関係文
書№1

財務部経理・資産管理課
長

2003/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2002年度 資産 宿舎管理
14宿舎貸与申請・承認書（省庁別）　宿舎貸与申請関係
文書　№2

財務部経理・資産管理課
長

2003/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2002年度 資産 不動産管理
14庄内川艇庫用地測量業務　　名古屋市中川区大蟷螂
町町字西流３５８番地２ 　名古屋大学

財務部経理・資産管理課
長

2003/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2002年度 資産 宿舎管理
14陶生町宿舎用地測量業務　　名古屋市昭和区陶生町
二丁目１５番　　名古屋大学

財務部経理・資産管理課
長

2003/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2002年度 資産 不動産管理 14文部科学省提出書類
財務部経理・資産管理課
長

2003/4/1 30年 2033/3/31 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2002年度 資産 不動産管理 14文部科学省提出書類　　３　　（使用現況関係）
財務部経理・資産管理課
長

2003/4/1 30年 2033/3/31 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2002年度 資産 不動産管理
14名古屋大学学術国際交流施設新営工事　しゅん功図
着工平成１４年11月２５日　竣工平成１５年１１月２５日

財務部経理・資産管理課
長

2003/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2002年度 資産 不動産管理 14名古屋大学学術国際交流施設新営電気設備工事
財務部経理・資産管理課
長

2003/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2002年度 資産 不動産貸借 契約解除
財務部経理・資産管理課
長

未定
貸付・借
入終了

- 紙
施設管理部資産
課事務室

施設管理部資産課長 廃棄

2002年度 資産 不動産管理 合筆関係嘱託書副本綴　東山地区西側キャンパス
財務部経理・資産管理課
長

2003/4/1 永年 - 紙
施設管理部資産
課事務室

施設管理部資産課長 廃棄

2002年度 資産 不動産管理 合筆関係嘱託書副本綴　東山地区東側キャンパス
財務部経理・資産管理課
長

2003/4/1 永年 - 紙
施設管理部資産
課事務室

施設管理部資産課長 廃棄

2002年度 資産 不動産管理
国有財産増減及び現在額及び現在額計算書・報告書
平成１３年度　平成１４年度　平成１５年度

財務部経理・資産管理課
長

2003/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2002年度 資産 不動産管理 鹿児島観測所　登記及び境界に関する綴
財務部経理・資産管理課
長

2003/4/1 永年 - 紙
施設管理部資産
課事務室

施設管理部資産課長 廃棄

2002年度 資産 宿舎管理 洲雲町宿舎廃止関係
財務部経理・資産管理課
長

2003/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2002年度 資産 不動産管理 登記嘱託書副本綴り　東山地区以外
財務部経理・資産管理課
長

2003/4/1 永年 - 紙
施設管理部資産
課事務室

施設管理部資産課長 廃棄

2002年度 資産 不動産管理
陶生町宿舎・佐久島観測所　大幸医療センター
ボート艇庫・太陽地球環境研究所・蓼科　他

財務部経理・資産管理課
長

2003/4/1 永年 - 紙
施設管理部資産
課事務室

施設管理部資産課長 廃棄

2002年度 資産 不動産管理
名古屋大学学術国際交流施設新営工事　しゅん功図　着
工平成１４年11月２５日　施工　中央設備エンジニアリング

財務部経理・資産管理課
長

2003/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2003年度 資産 宿舎管理
15合同宿舎　（杁中住宅）用地測量業務　　名古屋市昭和
区川名山町128番地４　　名古屋大学

財務部経理・資産管理課
長

2004/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2003年度 資産 不動産貸借 15国有財産使用許可［年間・無償］
財務部経理・資産管理課
長

未定
貸付・借
入終了

- 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2003年度 資産 不動産貸借 15国有財産使用許可［年間・有償］
財務部経理・資産管理課
長

未定
貸付・借
入終了

- 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2003年度 資産 不動産貸借 15借入分契約伺綴
財務部経理・資産管理課
長

未定
貸付・借
入終了

- 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2003年度 資産 不動産管理
15生命農学研究科附属農場　用地測量及び表示登記に
伴う調査業務　愛知郡東郷町大字米ヶ廻間２４４番　地先

財務部経理・資産管理課
長

2004/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2003年度 資産 不動産管理
15萩岡運動場及びどんぐり保育園用地測量業務　名古屋
市千種区萩岡町６２番　他 　名古屋大学

財務部経理・資産管理課
長

2004/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2003年度 資産 不動産管理 15文部科学省提出書類
財務部経理・資産管理課
長

2004/4/1 30年 2034/3/31 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2003年度 資産 不動産管理 15文部科学省提出書類　　２
財務部経理・資産管理課
長

2004/4/1 30年 2034/3/31 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2003年度 資産 不動産管理 15文部科学省提出書類　３
財務部経理・資産管理課
長

2004/4/1 30年 2034/3/31 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2003年度 資産 不動産管理
15豊川市穂の原三丁目１３番　他　豊川地区太陽地球環
境研究所　用地測量業務　　名古屋大学

財務部経理・資産管理課
長

2004/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2003年度 資産 不動産管理 建物表示登記関係綴り
財務部経理・資産管理課
長

2004/4/1 永年 - 紙
施設管理部資産
課事務室

施設管理部資産課長 廃棄

2003年度 資産 不動産管理
市道高速１号四谷高針線東山換気所建築工事（平成１５
年３月２０日竣工図）

財務部経理・資産管理課
長

2004/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2003年度 資産 不動産管理 地下鉄Ｂ１地下出入り口について
財務部経理・資産管理課
長

2004/4/1 永年 - 紙
施設管理部資産
課事務室

施設管理部資産課長 廃棄

2003年度 資産 不動産管理 地目変更・合筆
財務部経理・資産管理課
長

2004/4/1 永年 - 紙
施設管理部資産
課事務室

施設管理部資産課長 廃棄
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2003年度 資産 不動産管理 登記簿謄本及び公図綴り
財務部経理・資産管理課
長

2004/4/1 永年 - 紙
施設管理部資産
課事務室

施設管理部資産課長 廃棄

2003年度 資産 不動産管理
平成１５年度業務名　太陽地球環境研究所附属佐久島
観測所

財務部経理・資産管理課
長

2004/4/1 永年 - 紙
施設管理部資産
課事務室

施設管理部資産課長 廃棄

2003年度 資産 宿舎管理 平成１５年度公務員宿舎使用料及び物件使用料の改定
財務部経理・資産管理課
長

2004/4/1 永年 - 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2003年度 資産 不動産管理 平成１５年度名古屋大学所属国有財産鑑定評価業務
財務部経理・資産管理課
長

2004/4/1 永年 - 紙
施設管理部資産
課事務室

施設管理部資産課長 廃棄

2004年度 資産 不動産管理
1257506　高速度鉄道第４号線高感度精密機器に関する
電磁気調査　報告書　　　　　電車発着　時分記録　電磁ノ

財務部経理・資産管理課
長

2005/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2004年度 資産 不動産管理 16～財産責任者委任簿
財務部経理・資産管理課
長

2005/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2004年度 資産 不動産貸借 16資産貸付許可・承認書写　　年間・有償
財務部経理・資産管理課
長

未定
貸付・借
入終了

- 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2004年度 資産 不動産貸借 16資産貸付許可関係　　年間・無償
財務部経理・資産管理課
長

未定
貸付・借
入終了

- 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2004年度 資産 不動産貸借 16資産貸付許可関係　　年間・有償
財務部経理・資産管理課
長

未定
貸付・借
入終了

- 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2004年度 資産 不動産貸借 16借入分契約伺綴
財務部経理・資産管理課
長

未定
貸付・借
入終了

- 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2004年度 資産 宿舎管理 16宿舎使用料及び物件使用料の改定平成１６年～１７年
財務部経理・資産管理課
長

2005/4/1 永年 - 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2004年度 資産 宿舎管理 16微収依頼　宿舎一時使用　使用許可
財務部経理・資産管理課
長

2005/4/1 永年 - 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2004年度 資産 不動産管理 16文部科学省提出書類　１
財務部経理・資産管理課
長

2005/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2004年度 資産 不動産管理 16文部科学省提出書類　２
財務部経理・資産管理課
長

2005/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2004年度 資産 不動産管理 2東山地区道路拡幅計画（鏡が池線）　　№１
財務部経理・資産管理課
長

2005/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2004年度 資産 不動産管理 医学部附属病院分院用地換地関係綴
財務部経理・資産管理課
長

2005/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2004年度 資産 物品管理 一般会計物品
財務部経理・資産管理課
長

2005/4/1 永年 - 紙
施設管理部資産
課事務室

施設管理部資産課長 廃棄

2004年度 資産 不動産管理 演習林地上権設定関係文書
財務部経理・資産管理課
長

2005/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2004年度 資産 不動産管理
家屋調査報告書　№26～30　名古屋高速道路公社　清
水・前田・大豊特定建設工事共同企業体

財務部経理・資産管理課
長

2005/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2004年度 資産 不動産管理 核研
財務部経理・資産管理課
長

2005/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2004年度 資産 不動産管理 核研移転関係
財務部経理・資産管理課
長

2005/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2004年度 資産 不動産管理
学生寄宿舎寄宿舎総合運動場　陶生町宿舎　敷地の交
換及び分院建物購入記念会館予定地関係綴　　用途廃

財務部経理・資産管理課
長

2005/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2004年度 資産 不動産管理 旧愛教大名古屋校舎跡地の陳情書綴
財務部経理・資産管理課
長

2005/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2004年度 資産 不動産管理 旧教養部施設の処分についての証拠書類
財務部経理・資産管理課
長

2005/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2004年度 資産 不動産管理 旧教養部施設の処分綴（一）
財務部経理・資産管理課
長

2005/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2004年度 資産 不動産管理 旧教養部施設の処分綴（二）
財務部経理・資産管理課
長

2005/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2004年度 資産 不動産管理 旧軍施設一時使用に関する綴
財務部経理・資産管理課
長

2005/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2004年度 資産 不動産管理 旧農学部　安城地区跡地にて係る地積更正綴　管財課
財務部経理・資産管理課
長

2005/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2004年度 資産 不動産管理 旧農学部部（安城）残地処分関係
財務部経理・資産管理課
長

2005/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2004年度 資産 不動産管理 旧分院処分関係
財務部経理・資産管理課
長

2005/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2004年度 資産 不動産管理 旧豊川分校
財務部経理・資産管理課
長

2005/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2004年度 資産 不動産管理 旧豊川分校の処分関係　（三）
財務部経理・資産管理課
長

2005/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 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

備考

2004年度 資産 不動産管理 旧豊川分校の処分関係　（四）
財務部経理・資産管理課
長

2005/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2004年度 資産 不動産管理 旧豊川分校の処分関係　（六）
財務部経理・資産管理課
長

2005/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2004年度 資産 不動産管理 旧豊川分校施設・処分関係　（一）
財務部経理・資産管理課
長

2005/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2004年度 資産 不動産管理 旧豊川分校施設・処分関係　（二）
財務部経理・資産管理課
長

2005/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2004年度 資産 不動産管理 旧豊川分校施設の処分関係（五）
財務部経理・資産管理課
長

2005/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2004年度 資産 不動産管理 旧豊川分校施設処分関係　№６
財務部経理・資産管理課
長

2005/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2004年度 資産 不動産管理 旧豊川分校施設綴　（一）
財務部経理・資産管理課
長

2005/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2004年度 資産 不動産管理 旧豊川分校処分関係　１０
財務部経理・資産管理課
長

2005/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2004年度 資産 不動産管理 旧豊川分校処分関係　９
財務部経理・資産管理課
長

2005/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2004年度 資産 不動産管理 旧豊川分校敷地処分関係　８
財務部経理・資産管理課
長

2005/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2004年度 資産 宿舎管理 共同研究員宿泊施設の移転補償に関する打合せ資料
財務部経理・資産管理課
長

2005/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2004年度 資産 宿舎管理
鏡ヶ池線道路改良事業の施行に伴う支障となる幸川町宿
舎建替等事務処理打合せ関係

財務部経理・資産管理課
長

2005/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2004年度 資産 不動産管理 区分地上権に関する綴　（高速道路関係）
財務部経理・資産管理課
長

2005/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2004年度 資産 不動産管理 区分地上権に関する綴り　（地下鉄関係）　１２－１
財務部経理・資産管理課
長

2005/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2004年度 資産 不動産管理 区分地上権に関する綴り　（地下鉄関係）　１２－２
財務部経理・資産管理課
長

2005/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2004年度 資産 不動産管理 空電　研究所鹿児島観測所土地購入関係
財務部経理・資産管理課
長

2005/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2004年度 資産 不動産管理 空電　母子里観測所土地購入関係
財務部経理・資産管理課
長

2005/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2004年度 資産 不動産管理 経済学部施設建築交換に関する書類　　一
財務部経理・資産管理課
長

2005/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2004年度 資産 不動産管理 経済学部施設建築交換に関する書類　　三
財務部経理・資産管理課
長

2005/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2004年度 資産 不動産管理 経済学部施設建築交換に関する書類　　二
財務部経理・資産管理課
長

2005/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2004年度 資産 不動産管理 経済学部施設交換
財務部経理・資産管理課
長

2005/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2004年度 資産 不動産管理
現物出資予定財産の用途廃止について　平成１６年３月
１０日

財務部経理・資産管理課
長

2005/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2004年度 資産 不動産管理 工学部（高蔵地区）施設の交換関係書類
財務部経理・資産管理課
長

2005/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2004年度 資産 不動産管理 工学部熱田分室施設の建築交換に関する綴
財務部経理・資産管理課
長

2005/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2004年度 資産 不動産管理 工学部熱田分室施設の建築交換に関する綴
財務部経理・資産管理課
長

2005/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2004年度 資産 不動産管理 工作物を設置させることについて
財務部経理・資産管理課
長

2005/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2004年度 資産 宿舎管理 幸川町宿舎移転補償及び名古屋都市計画道路関係綴
財務部経理・資産管理課
長

2005/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2004年度 資産 不動産管理 行政財産の無償使用について（名古屋市上下水道敷地）
財務部経理・資産管理課
長

2005/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2004年度 資産 不動産管理
行政財産等の実地監査　太陽研に関する財務局との調
整経緯　＜重要＞

財務部経理・資産管理課
長

2005/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2004年度 資産 不動産管理 高速１号線鏡ヶ池線関係書類綴（移転依頼文書以降）
財務部経理・資産管理課
長

2005/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2004年度 資産 不動産管理 高速１号線建設に伴う家屋調査報告書綴
財務部経理・資産管理課
長

2005/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2004年度 資産 不動産管理
高速度鉄道第４号線　名古屋大学駅工区土木工事・事前
測量成果図（学内）

財務部経理・資産管理課
長

2005/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄
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2004年度 資産 不動産管理
高速度鉄道第４号線　名古屋大学駅工区土木工事・事前
測量成果図（道路）

財務部経理・資産管理課
長

2005/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2004年度 資産 不動産管理
高速度鉄道第４号線　名古屋大学駅工区土木工事・事前
測量成果図（路線）

財務部経理・資産管理課
長

2005/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2004年度 資産 不動産管理
高速度鉄道第４号線　名古屋大学駅工区土木工事に伴う
地下埋設電気配管配線仮設切替工事（名古屋市交通局)

財務部経理・資産管理課
長

2005/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2004年度 資産 不動産管理
高速度鉄道第４号線　名古屋大学駅工区土木工事に伴う
地下埋設電気配管配線仮設切替工事（名古屋市交通局）

財務部経理・資産管理課
長

2005/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2004年度 資産 不動産管理
高速度鉄道第４号線四谷通工区土木工事超高感度精密
機器設置状況現況調査報告書　№9～№15　　写あり

財務部経理・資産管理課
長

2005/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2004年度 資産 宿舎管理 合同宿舎配分関係
財務部経理・資産管理課
長

2005/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2004年度 資産 不動産管理 国通財産管理事務システムマニュアル
財務部経理・資産管理課
長

2005/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2004年度 資産 不動産管理
国有財産の現物出資関係綴　名古屋大学→国立大学法
人名古屋大学設立委員会委員長

財務部経理・資産管理課
長

2005/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2004年度 資産 不動産管理
国有財産台帳　　アイソトープ・化学測定機器センター・遺
伝子実験施設　２４

財務部経理・資産管理課
長

2005/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2004年度 資産 不動産管理
国有財産台帳　　ボート艇庫・学生寄宿舎馬術部厩舎　２
８

財務部経理・資産管理課
長

2005/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2004年度 資産 不動産管理 国有財産台帳　　医学部（建物） ９
財務部経理・資産管理課
長

2005/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2004年度 資産 不動産管理 国有財産台帳　　医学部（工作物）　９－１
財務部経理・資産管理課
長

2005/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2004年度 資産 不動産管理 国有財産台帳　　医学部（工作物）　９－２
財務部経理・資産管理課
長

2005/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2004年度 資産 不動産管理 国有財産台帳　　医療技術短期大学　２９
財務部経理・資産管理課
長

2005/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2004年度 資産 不動産管理
国有財産台帳　　稲武演習林　山地畜産実験実習施設１
４

財務部経理・資産管理課
長

2005/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2004年度 資産 不動産管理 国有財産台帳　　環境医学研究所　１７
財務部経理・資産管理課
長

2005/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2004年度 資産 不動産管理 国有財産台帳　　共同教育研究施設（建物）　１９
財務部経理・資産管理課
長

2005/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2004年度 資産 不動産管理 国有財産台帳　　共同教育研究施設（工作物）　１９－１
財務部経理・資産管理課
長

2005/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2004年度 資産 不動産管理 国有財産台帳　　共同教育研究施設（工作物）　１９－２
財務部経理・資産管理課
長

2005/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2004年度 資産 不動産管理 国有財産台帳　　教育学部附属学校　３
財務部経理・資産管理課
長

2005/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2004年度 資産 不動産管理 国有財産台帳　　犬山・高山・三河観測点　８
財務部経理・資産管理課
長

2005/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2004年度 資産 不動産管理 国有財産台帳　　工学部（建物）　１２ー１
財務部経理・資産管理課
長

2005/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2004年度 資産 不動産管理 国有財産台帳　　工学部（工作物）　１２－２
財務部経理・資産管理課
長

2005/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2004年度 資産 不動産管理 国有財産台帳　　工学部（工作物）　１２－３
財務部経理・資産管理課
長

2005/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2004年度 資産 不動産管理 国有財産台帳　　工学部（工作物）　１２－４
財務部経理・資産管理課
長

2005/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2004年度 資産 不動産管理 国有財産台帳　　工学部（工作物）　１２－５
財務部経理・資産管理課
長

2005/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2004年度 資産 不動産管理 国有財産台帳　　工学部（総括表）　１２
財務部経理・資産管理課
長

2005/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2004年度 資産 不動産管理 国有財産台帳　　幸川町宿舎・洲雲町宿舎
財務部経理・資産管理課
長

2005/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2004年度 資産 不動産管理
国有財産台帳　　高原医学・高原気候医学　生物分子・上
松観測点　30

財務部経理・資産管理課
長

2005/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2004年度 資産 不動産管理 国有財産台帳　　事務局（工作物）１－２
財務部経理・資産管理課
長

2005/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2004年度 資産 不動産管理 国有財産台帳　　事務局（工作物）１－３
財務部経理・資産管理課
長

2005/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2004年度 資産 不動産管理 国有財産台帳　　事務局（工作物）１－４
財務部経理・資産管理課
長

2005/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄
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2004年度 資産 不動産管理 国有財産台帳　　事務局（工作物）１－５
財務部経理・資産管理課
長

2005/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2004年度 資産 不動産管理 国有財産台帳　　事務局（総括表）　１
財務部経理・資産管理課
長

2005/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2004年度 資産 不動産管理 国有財産台帳　　事務局（敷地・建物・工作物）１－１
財務部経理・資産管理課
長

2005/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2004年度 資産 不動産管理
国有財産台帳　　情報メディア教育センター・高温エネル
ギー変換研究センター・中津川　２５

財務部経理・資産管理課
長

2005/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2004年度 資産 不動産管理 国有財産台帳　　情報文化学部（建物）　１６
財務部経理・資産管理課
長

2005/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2004年度 資産 不動産管理 国有財産台帳　　情報文化学部工作物）　１６－１
財務部経理・資産管理課
長

2005/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2004年度 資産 不動産管理
国有財産台帳　　先端技術・年代測定・太陽研東山・国際
開発研究科　２６

財務部経理・資産管理課
長

2005/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2004年度 資産 不動産管理
国有財産台帳　　太陽研母子里・鹿児島・佐久島・富士・
菅平・陸別総合観測室　２７

財務部経理・資産管理課
長

2005/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2004年度 資産 不動産管理 国有財産台帳　　太陽地球環境研所　１８
財務部経理・資産管理課
長

2005/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2004年度 資産 不動産管理 国有財産台帳　　大学院環境学研究所
財務部経理・資産管理課
長

2005/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2004年度 資産 不動産管理 国有財産台帳　　大幸医療センター　１１
財務部経理・資産管理課
長

2005/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2004年度 資産 不動産管理
国有財産台帳　　地球水循環研究センター　言語文化部
２０

財務部経理・資産管理課
長

2005/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2004年度 資産 不動産管理
国有財産台帳　　中山町外人教師宿舎・高田町外人教師
宿舎　３３

財務部経理・資産管理課
長

2005/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2004年度 資産 不動産管理
国有財産台帳　　陶生町宿舎・平針宿舎・猪高町・宿舎・
矢田町宿舎

財務部経理・資産管理課
長

2005/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2004年度 資産 不動産管理 国有財産台帳　　農学部（建物）　１３
財務部経理・資産管理課
長

2005/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2004年度 資産 不動産管理 国有財産台帳　　農学部（工作物）　１３－１
財務部経理・資産管理課
長

2005/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2004年度 資産 不動産管理 国有財産台帳　　農学部（工作物）　１３－２
財務部経理・資産管理課
長

2005/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2004年度 資産 不動産管理 国有財産台帳　　農学部附属農場　１５
財務部経理・資産管理課
長

2005/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2004年度 資産 不動産管理 国有財産台帳　　病院（建物）　１０－１
財務部経理・資産管理課
長

2005/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2004年度 資産 不動産管理 国有財産台帳　　病院（工作物）　１０－２
財務部経理・資産管理課
長

2005/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2004年度 資産 不動産管理 国有財産台帳　　病院（工作物）　１０－３
財務部経理・資産管理課
長

2005/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2004年度 資産 不動産管理 国有財産台帳　　病院（工作物）　１０－４
財務部経理・資産管理課
長

2005/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2004年度 資産 不動産管理 国有財産台帳　　病院（工作物）　１０－５
財務部経理・資産管理課
長

2005/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2004年度 資産 不動産管理 国有財産台帳　　病院（総括表）　１０
財務部経理・資産管理課
長

2005/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2004年度 資産 不動産管理 国有財産台帳　　普通財産（特許権）
財務部経理・資産管理課
長

2005/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2004年度 資産 不動産管理 国有財産台帳　　附属図書館・大計センター　２２
財務部経理・資産管理課
長

2005/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2004年度 資産 不動産管理
国有財産台帳　　分院看護婦宿舎・臨海実験所宿舎・病
院看護婦宿舎

財務部経理・資産管理課
長

2005/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2004年度 資産 不動産管理 国有財産台帳　　文学部・教育学部　２
財務部経理・資産管理課
長

2005/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2004年度 資産 不動産管理 国有財産台帳　　保体センター（建物・工作物）　２３
財務部経理・資産管理課
長

2005/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2004年度 資産 不動産管理 国有財産台帳　　保体センター（工作物）　２３－１
財務部経理・資産管理課
長

2005/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2004年度 資産 不動産管理 国有財産台帳　　法学部・経済学部　４
財務部経理・資産管理課
長

2005/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2004年度 資産 不動産管理 国有財産台帳　　法経共用館　５
財務部経理・資産管理課
長

2005/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 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

備考

2004年度 資産 不動産管理 国有財産台帳　　用途廃止分　１
財務部経理・資産管理課
長

2005/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2004年度 資産 不動産管理 国有財産台帳　　用途廃止分　２
財務部経理・資産管理課
長

2005/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2004年度 資産 不動産管理 国有財産台帳　　用途廃止分　３
財務部経理・資産管理課
長

2005/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2004年度 資産 不動産管理 国有財産台帳　　用途廃止分　４
財務部経理・資産管理課
長

2005/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2004年度 資産 不動産管理 国有財産台帳　　用途廃止分　５
財務部経理・資産管理課
長

2005/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2004年度 資産 不動産管理 国有財産台帳　　用途廃止分　６
財務部経理・資産管理課
長

2005/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2004年度 資産 不動産管理 国有財産台帳　　用途廃止分　７
財務部経理・資産管理課
長

2005/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2004年度 資産 不動産管理 国有財産台帳　　用途廃止分　８
財務部経理・資産管理課
長

2005/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2004年度 資産 不動産管理 国有財産台帳　　用途廃止分（宿舎）
財務部経理・資産管理課
長

2005/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2004年度 資産 不動産管理 国有財産台帳　　用途廃止分（宿舎）
財務部経理・資産管理課
長

2005/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2004年度 資産 不動産管理 国有財産台帳　　用途廃止分（宿舎）
財務部経理・資産管理課
長

2005/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2004年度 資産 不動産管理 国有財産台帳　　理学部（建物）　６－１
財務部経理・資産管理課
長

2005/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2004年度 資産 不動産管理 国有財産台帳　　理学部（工作物）　６－２
財務部経理・資産管理課
長

2005/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2004年度 資産 不動産管理 国有財産台帳　　理学部（工作物）　６－３
財務部経理・資産管理課
長

2005/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2004年度 資産 不動産管理 国有財産台帳　　理学部（工作物）　６－４
財務部経理・資産管理課
長

2005/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2004年度 資産 不動産管理 国有財産台帳　　理学部（総括表）　６
財務部経理・資産管理課
長

2005/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2004年度 資産 不動産管理
国有財産台帳　　理工総研・多元数理ベンチャー・人間情
報　３１

財務部経理・資産管理課
長

2005/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2004年度 資産 不動産管理 国有財産台帳　　留学生センター・蒲郡ヨット艇庫　３２
財務部経理・資産管理課
長

2005/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2004年度 資産 不動産管理 国有財産台帳　　留学生会館　２１
財務部経理・資産管理課
長

2005/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2004年度 資産 不動産管理 国有財産台帳　　臨海実験所　７
財務部経理・資産管理課
長

2005/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2004年度 資産 不動産管理 国有財産台帳（写）
財務部経理・資産管理課
長

2005/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2004年度 資産 不動産管理 国有財産台帳廃止済綴〈分院・東桜用地〉
財務部経理・資産管理課
長

2005/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2004年度 資産 不動産管理 国有財産評価執務参考書
財務部経理・資産管理課
長

2005/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2004年度 資産 宿舎管理 財務省出資分合同宿舎　副
財務部経理・資産管理課
長

2005/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2004年度 資産 不動産管理 四谷通・隼人町線地積測量図（高速道路公社関係）
財務部経理・資産管理課
長

2005/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2004年度 資産 不動産管理 四谷隼人町線整備に関する綴
財務部経理・資産管理課
長

2005/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2004年度 資産 不動産管理
市道高速１号　四谷高針線園山工区トンネル工事　　家
屋・調査報告書　№24・25　名古屋高速道路公社　　清

財務部経理・資産管理課
長

2005/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2004年度 資産 不動産管理 事務局（学務部）・医学部
財務部経理・資産管理課
長

2005/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2004年度 資産 不動産管理 事務局庁舎の管理体制（自動ロック）
財務部経理・資産管理課
長

2005/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2004年度 資産 不動産管理 鹿児島観測所土地売払等　２－１
財務部経理・資産管理課
長

2005/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2004年度 資産 不動産管理 鹿児島観測所土地売払等　２－２
財務部経理・資産管理課
長

2005/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2004年度 資産 不動産管理 実測計算書　多測量計算書
財務部経理・資産管理課
長

2005/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄
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2004年度 資産 不動産管理 写真撮影位置図　(株)中島造園土木
財務部経理・資産管理課
長

2005/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2004年度 資産 不動産管理 写真撮影位置図　(株)中島造園土木
財務部経理・資産管理課
長

2005/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2004年度 資産 不動産管理 宿舎・宿舎敷地等関係　№１
財務部経理・資産管理課
長

2005/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2004年度 資産 不動産管理 宿舎・宿舎敷地等関係　№２
財務部経理・資産管理課
長

2005/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2004年度 資産 宿舎管理
宿舎１　矢田町宿舎・臨時宿舎・高田町外国人教師宿舎・
小松町宿舎・中山町外国人教師宿舎・看護婦宿舎・鹿児

財務部経理・資産管理課
長

2005/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2004年度 資産 宿舎管理
宿舎２　東山元町宿舎（一）・岳見町宿舎・幸川町宿舎・洲
雲町宿舎・陶生町宿舎（二）・平針宿舎・猪高町宿舎・理学

財務部経理・資産管理課
長

2005/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2004年度 資産 不動産管理
竣工書類　名古屋大学豊田講堂改修工事【給排水衛生
設備工事】機器完成図・機器取扱説明書　試運転記録書

財務部経理・資産管理課
長

2005/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2004年度 資産 不動産管理
竣工書類　名古屋大学豊田講堂改修工事【空調設備工
事】機器完成図

財務部経理・資産管理課
長

2005/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2004年度 資産 不動産管理
竣工書類　名古屋大学豊田講堂改修工事【空調設備工
事】機器取扱説明書

財務部経理・資産管理課
長

2005/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2004年度 資産 不動産管理
竣工書類　名古屋大学豊田講堂改修工事【電気設備工
事】機器完成図

財務部経理・資産管理課
長

2005/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2004年度 資産 不動産管理
竣工書類　名古屋大学豊田講堂改修工事【電気設備工
事】機器取扱説明書

財務部経理・資産管理課
長

2005/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2004年度 資産 不動産管理
竣工書類　名古屋大学豊田講堂改修工事【電気設備工
事】試運転記録・試験成績書

財務部経理・資産管理課
長

2005/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2004年度 資産 不動産管理 小口現金　平成１６年度～
財務部経理・資産管理課
長

未定
7年2カ

月
- 紙

2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2004年度 資産 不動産管理
承継予定財産リストの確認等　文部科学省へ　平成１７年
１月２６日付依頼分

財務部経理・資産管理課
長

2005/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2004年度 資産 宿舎管理
吹き付けアスベスト　矢田町宿舎・杁中住宅・陶生町宿
舎・平針宿舎・猪高町宿舎

財務部経理・資産管理課
長

2005/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2004年度 資産 不動産管理 正分地上権
財務部経理・資産管理課
長

2005/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2004年度 資産 不動産貸借 生協関係綴　　（保存版）
財務部経理・資産管理課
長

2005/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2004年度 資産 不動産管理 草地研用地購入関係　（一）
財務部経理・資産管理課
長

2005/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2004年度 資産 不動産管理 草地研用地購入関係　（二）
財務部経理・資産管理課
長

2005/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2004年度 資産 不動産管理 草地研用地購入準備資料
財務部経理・資産管理課
長

2005/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2004年度 資産 不動産管理
測量成果簿　名古屋大学鶴舞団地境界確定測量業務
名古屋市昭和区鶴舞町６５外地内　平成１６年９月　名古

財務部経理・資産管理課
長

2005/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2004年度 資産 不動産管理 太陽研関係綴
財務部経理・資産管理課
長

2005/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2004年度 資産 不動産管理 太陽研敷地及び敷地内戦争遺跡関係
財務部経理・資産管理課
長

2005/4/1 永年 - 紙
施設管理部資産
課事務室

施設管理部資産課長 廃棄

2004年度 資産 不動産管理
太陽地球環境研究所（都市計画道路及び豊川団地諸問
題）に関する綴

財務部経理・資産管理課
長

2005/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2004年度 資産 不動産管理 太陽地球環境研究所移転関係
財務部経理・資産管理課
長

2005/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2004年度 資産 不動産管理 大学前バス停
財務部経理・資産管理課
長

2005/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2004年度 資産 不動産管理 大幸地区土地処分関係　大幸財団分　（一）
財務部経理・資産管理課
長

2005/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2004年度 資産 不動産管理 大幸地区土地処分資料（大幸財団売払分）
財務部経理・資産管理課
長

2005/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2004年度 資産 不動産管理 大幸町校舎敷地実測計算書
財務部経理・資産管理課
長

2005/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2004年度 資産 不動産管理 大幸町敷地処分準備資料
財務部経理・資産管理課
長

2005/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2004年度 資産 不動産管理 大幸町敷地等処分関係
財務部経理・資産管理課
長

2005/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2004年度 資産 不動産管理 大幸町敷地等所属替関係
財務部経理・資産管理課
長

2005/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄
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2004年度 資産 不動産管理 大幸町敷地等所属替準備資料
財務部経理・資産管理課
長

2005/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2004年度 資産 不動産管理 地下鉄
財務部経理・資産管理課
長

2005/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2004年度 資産 不動産管理 地下鉄４号線関係綴　（土地売払関係）
財務部経理・資産管理課
長

2005/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2004年度 資産 不動産管理
地下鉄４号線及び高速１号線建設に伴う振動問題検討会
綴　　1/2

財務部経理・資産管理課
長

2005/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2004年度 資産 不動産管理
地下鉄４号線及び高速１号線建設に伴う振動問題検討会
綴　　2/2

財務部経理・資産管理課
長

2005/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2004年度 資産 不動産管理 地下鉄４号線建設に関する振動問題検討会綴　１
財務部経理・資産管理課
長

2005/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2004年度 資産 不動産管理 地下鉄４号線建設に関する振動問題検討会綴　２
財務部経理・資産管理課
長

2005/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2004年度 資産 不動産管理 地下鉄４号線建設関係　使用許可
財務部経理・資産管理課
長

2005/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2004年度 資産 不動産管理 地下鉄４号線建設関係　使用許可
財務部経理・資産管理課
長

2005/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2004年度 資産 不動産管理 地下鉄の建設に伴う地下タンクの移設
財務部経理・資産管理課
長

2005/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2004年度 資産 不動産管理 中津川（国立大学研修所）関係綴
財務部経理・資産管理課
長

2005/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2004年度 資産 不動産管理 抵当権設定の登記関係　（平成１６年度～平成２６年度）
財務部経理・資産管理課
長

2005/4/1 永年 - 紙
施設管理部資産
課事務室

施設管理部資産課長 廃棄

2004年度 資産 不動産管理
都市計画道路　３・5・133号四谷通隼人町線工事用地に
係る名古屋市役所との打合せメモ

財務部経理・資産管理課
長

2005/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2004年度 資産 不動産管理 都市計画道路　四谷隼人町線　移転補償等に関する綴
財務部経理・資産管理課
長

2005/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2004年度 資産 不動産管理 土地・建物　取得経緯　　保存版
財務部経理・資産管理課
長

2005/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2004年度 資産 不動産管理 土地・建物関係綴（昭和時代）　　保存版
財務部経理・資産管理課
長

2005/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2004年度 資産 不動産管理
土地・建物関係綴（昭和時代）（契約書・協定書・承諾書
等）　保存版

財務部経理・資産管理課
長

2005/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2004年度 資産 不動産管理 土地交換関係　（元教養部・医学部）
財務部経理・資産管理課
長

2005/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2004年度 資産 不動産管理 東山地区周辺民間住宅新築に伴う諸問題
財務部経理・資産管理課
長

2005/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2004年度 資産 不動産管理 東山土地寄附関係調書
財務部経理・資産管理課
長

2005/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2004年度 資産 不動産管理 徳川山住宅補修関係書類　管財課
財務部経理・資産管理課
長

2005/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2004年度 資産 不動産管理 徳川山住宅補修関係書類　管財課
財務部経理・資産管理課
長

2005/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2004年度 資産 特許 特許関係綴　平成１６年度～２２年度
財務部経理・資産管理課
長

未定 10年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2004年度 資産 不動産管理 農学部（安城地区）処分関係　１
財務部経理・資産管理課
長

2005/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2004年度 資産 不動産管理 農学部（安城地区）処分関係　２
財務部経理・資産管理課
長

2005/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2004年度 資産 不動産管理 農学部（安城地区）処分関係　３
財務部経理・資産管理課
長

2005/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2004年度 資産 不動産管理 農学部（安城地区）処分関係　４
財務部経理・資産管理課
長

2005/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2004年度 資産 不動産管理 農学部附属農場土地区画整理事業関係
財務部経理・資産管理課
長

2005/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2004年度 資産 不動産管理 農学部附属農場用地所換・購入関係綴り
財務部経理・資産管理課
長

2005/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2004年度 資産 不動産管理 農学部補償物件（危険薬品庫）関係綴
財務部経理・資産管理課
長

2005/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2004年度 資産 不動産管理 普通財産
財務部経理・資産管理課
長

2005/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2004年度 資産 不動産管理 附属農場に係る土地区画整理事業
財務部経理・資産管理課
長

2005/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄
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2004年度 資産 不動産管理 副本
財務部経理・資産管理課
長

2005/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2004年度 資産 宿舎管理 平針住宅・園山住宅・杁中住宅・滝ノ水住宅
財務部経理・資産管理課
長

2005/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2004年度 資産 宿舎管理 平成１６年度～　使用許可・使用貸借関係
財務部経理・資産管理課
長

未定
貸付・借
入終了

- 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2004年度 資産 不動産管理
平成１６年度～　東山地区境界の名古屋市との打合せ資
料

財務部経理・資産管理課
長

2005/4/1 永年 - 紙
施設管理部資産
課事務室

施設管理部資産課長 廃棄

2004年度 資産 不動産管理
平成１６年度業務名　生命農学研究科附属山地畜産実
験実習施設

財務部経理・資産管理課
長

2005/4/1 永年 - 紙
施設管理部資産
課事務室

施設管理部資産課長 廃棄

2004年度 資産 不動産貸借 保育所関係　（五）
財務部経理・資産管理課
長

2005/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2004年度 資産 不動産貸借 保育所関係　（六）
財務部経理・資産管理課
長

2005/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2004年度 資産 不動産貸借 保育所関係　管財課　（一）
財務部経理・資産管理課
長

2005/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2004年度 資産 不動産貸借 保育所関係　管財課　（三）
財務部経理・資産管理課
長

2005/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2004年度 資産 不動産貸借 保育所関係　管財課　（四）
財務部経理・資産管理課
長

2005/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2004年度 資産 不動産貸借 保育所関係綴　管財　一
財務部経理・資産管理課
長

2005/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2004年度 資産 不動産貸借 保育所施設の売払綴
財務部経理・資産管理課
長

2005/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2004年度 資産 不動産貸借
保守点検要領書　名古屋大学（東山）豊田講堂ステージ
確認カメラ取設工事

財務部経理・資産管理課
長

2005/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2004年度 資産 不動産貸借
保守点検要領書　名古屋大学（東山）豊田講堂ステージ
確認カメラ取設工事

財務部経理・資産管理課
長

2005/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2004年度 資産 不動産管理 保存登記等嘱託関係綴
財務部経理・資産管理課
長

2005/4/1 永年 - 紙
施設管理部資産
課事務室

施設管理部資産課長 廃棄

2004年度 資産 不動産管理 歩道橋に関する打合せ資料
財務部経理・資産管理課
長

2005/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2004年度 資産 不動産管理 母子里観測所　土地所属替に関する綴
財務部経理・資産管理課
長

2005/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2004年度 資産 宿舎管理 法人化　宿舎資料
財務部経理・資産管理課
長

2005/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2004年度 資産 不動産管理 法定外公共物所管換　設楽町
財務部経理・資産管理課
長

2005/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2004年度 資産 不動産管理 法定外公共物所管換　名古屋市
財務部経理・資産管理課
長

2005/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2004年度 資産 不動産管理 法定外公共物所管換え　東郷町
財務部経理・資産管理課
長

2005/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2004年度 資産 不動産管理 豊川分校土地買収関係
財務部経理・資産管理課
長

2005/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2004年度 資産 物品管理 無償借入物品各部　局の台帳等・文科省
財務部経理・資産管理課
長

2005/4/1 永年 - 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2004年度 資産 不動産管理 名古屋大学　シンポジオン関係
財務部経理・資産管理課
長

2005/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2004年度 資産 不動産管理 名古屋大学（東山)基幹整備（共同溝）工事　原義書綴
財務部経理・資産管理課
長

2005/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2004年度 資産 不動産管理 名古屋大学各地区　樹木データ
財務部経理・資産管理課
長

2005/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2004年度 資産 不動産管理 名古屋大学各地区　樹木位置図
財務部経理・資産管理課
長

2005/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2004年度 資産 不動産管理 名古屋大学各地区　樹木評価
財務部経理・資産管理課
長

2005/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2004年度 資産 不動産管理 名古屋大学学術国際交流施設新営工事　しゅん功写真
財務部経理・資産管理課
長

2005/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2004年度 資産 不動産管理 名古屋大学市バス待機場の取扱について
財務部経理・資産管理課
長

2005/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2004年度 資産 不動産貸借
名古屋大学豊田講堂　音響設備　試験成績書　教育産業
（株）

財務部経理・資産管理課
長

2005/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2004年度 資産 不動産貸借
名古屋大学豊田講堂　音響設備機器完成図書 教育産業
（株）

財務部経理・資産管理課
長

2005/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄
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2004年度 資産 不動産管理
名古屋大学豊田講堂　音響設備機器取扱説明書　吊物
機構機器取扱説明書

財務部経理・資産管理課
長

2005/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2004年度 資産 宿舎管理
名古屋都市計画道路関係書類綴（鏡ヶ池線・高速一号
線）（幸川町宿舎）

財務部経理・資産管理課
長

2005/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2004年度 資産 不動産管理 名城地区　熱田分室　所管換綴
財務部経理・資産管理課
長

2005/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2004年度 資産 不動産管理 林道　演習林　　３
財務部経理・資産管理課
長

2005/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2004年度 資産 不動産管理 林道　演習林　№２
財務部経理・資産管理課
長

2005/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2004年度 資産 不動産管理
蓼科関係
･法人化に伴う各種届出

財務部経理・資産管理課
長

2005/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2004年度 資産 不動産管理 蓼科宿泊施設
財務部経理・資産管理課
長

2005/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2004年度 資産 不動産管理
蓼科宿泊施設　大河原堰営書　蓼科鈴鹿線道路　浄化槽
検査・その他

財務部経理・資産管理課
長

2005/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2004年度 資産 不動産管理 蓼科宿泊施設綴　-料金改定分－
財務部経理・資産管理課
長

2005/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2005年度 資産 不動産管理 17現在額報告書
財務部経理・資産管理課
長

2006/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2005年度 資産 不動産貸借 17資産貸付許可関係　　年間・無償
財務部経理・資産管理課
長

未定
貸付・借
入終了

- 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2005年度 資産 不動産貸借 17資産貸付許可関係　　年間・有償
財務部経理・資産管理課
長

未定
貸付・借
入終了

- 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2005年度 資産 不動産貸借 17資産貸付許可書等　　年間・有償分
財務部経理・資産管理課
長

未定
貸付・借
入終了

- 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2005年度 資産 不動産貸借 17借入分契約伺綴
財務部経理・資産管理課
長

未定
貸付・借
入終了

- 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2005年度 資産 不動産管理
17文部科学省提出書類　☆現在額計算書☆再評価等関
連

財務部経理・資産管理課
長

2006/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2005年度 資産 不動産管理 国有財産台帳「報告洩」「誤謬訂正」調書　H17・8～
財務部経理・資産管理課
長

2006/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2005年度 資産 不動産貸借
国立大学法人名古屋大学資産の貸付について　平成１７
年度年間貸付許可

財務部経理・資産管理課
長

未定
貸付・借
入終了

- 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2005年度 資産 物品管理 財投資産台帳データ
財務部経理・資産管理課
長

2006/4/1 永年 - 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2005年度 資産 不動産貸借 使用許可書（電柱等）　平成７年度～
財務部経理・資産管理課
長

未定
貸付・借
入終了

- 紙
施設管理部資産
課事務室

施設管理部資産課長 廃棄

2005年度 資産 不動産管理
出資対象財産等の確認について　文部科学省へ提出
平成１７年４月２５日付依頼分

財務部経理・資産管理課
長

2006/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2005年度 資産 不動産管理 承継資産関係綴
財務部経理・資産管理課
長

2006/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2005年度 資産 不動産管理
政府が出資した財産の価額の決定について　平成１７年
６月

財務部経理・資産管理課
長

2006/4/1 永年 - 紙
施設管理部資産
課事務室

施設管理部資産課長 廃棄

2005年度 資産 不動産管理 木曽福島山の家関係綴　（立会確認書等）
財務部経理・資産管理課
長

2006/4/1 永年 - 紙
施設管理部資産
課事務室

施設管理部資産課長 廃棄

2006年度 資産 不動産貸借
18～（株）ＮＴＴドコモ　携帯電話機無線基地局　［国際開
発研究科・滝ノ水住宅　　事務局（共同教育研究施設）

財務部経理・資産管理課
長

未定
貸付・借
入終了

- 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2006年度 資産 不動産貸借
18～ＫＤＤＩ（株）携帯電話機無線基地局［工学部９号館・
国際嚶鳴館］　（変更契約有）

財務部経理・資産管理課
長

未定
貸付・借
入終了

- 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2006年度 資産 不動産貸借 18長期借入契約伺
財務部経理・資産管理課
長

未定
貸付・借
入終了

- 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2006年度 資産 宿舎管理 18使用許可・使用貸借関係
財務部経理・資産管理課
長

2007/4/1 永年 - 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2006年度 資産 不動産貸借 18資産賃貸借契約伺　　有償
財務部経理・資産管理課
長

未定
貸付・借
入終了

- 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2006年度 資産 不動産貸借 18資産賃貸借契約伺　　有償　無償
財務部経理・資産管理課
長

未定
貸付・借
入終了

- 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2006年度 資産 宿舎管理 18宿舎使用料及び物件使用料の改定　平成１８年度～
財務部経理・資産管理課
長

2007/4/1 永年 - 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2006年度 資産 宿舎管理 18宿舎入居者名簿・看護師宿舎入居者名簿
財務部経理・資産管理課
長

2007/4/1 永年 - 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2006年度 資産 不動産貸借 ファミリーマート関係
財務部経理・資産管理課
長

未定
貸付・借
入終了

- 紙
施設管理部資産
課事務室

施設管理部資産課長 廃棄
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2006年度 資産 不動産管理 境界に関する綴⑦　（地積更正を含む）
財務部経理・資産管理課
長

2007/4/1 永年 - 紙
施設管理部資産
課事務室

施設管理部資産課長 廃棄

2006年度 資産 不動産貸借 契約書（有償・無償）　平成１８年度～
財務部経理・資産管理課
長

未定
貸付・借
入終了

- 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2006年度 資産 不動産管理
重要な財産の異動について
寄付金等による土地の取得等について

財務部経理・資産管理課
長

2007/4/1 永年 - 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2006年度 資産 不動産貸借 生協業務委託契約関係①
財務部経理・資産管理課
長

未定
貸付・借
入終了

- 紙
施設管理部資産
課事務室

施設管理部資産課長 廃棄

2006年度 資産 その他 平成１８年度～電話加入権
財務部経理・資産管理課
長

未定 永年 - 紙
施設管理部資産
課事務室

施設管理部資産課長 廃棄

2006年度 資産 不動産貸借 野依記念学術交流館関係綴
財務部経理・資産管理課
長

2007/4/1 永年 - 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2007年度 資産 不動産貸借 19長期借入契約伺
財務部経理・資産管理課
長

未定
貸付・借
入終了

- 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2007年度 資産 不動産管理 佐久島関係綴
財務部経理・資産管理課
長

2008/4/1 永年 - 紙
施設管理部資産
課事務室

施設管理部資産課長 廃棄

2007年度 資産 物品管理 財産亡失等報告書　平成１９年度～平成26年度
財務部経理・資産管理課
長

2015/4/1 10年 2025/3/31 紙
施設管理部資産
課事務室

施設管理部資産課長 廃棄

2007年度 資産 宿舎管理 平成１９年度～　宿舎使用料及び物件使用料の改訂
財務部経理・資産管理課
長

2008/4/1 永年 - 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2007年度 資産 宿舎管理 平成１９年度～平成２０年度　使用許可・使用貸借関係
財務部経理・資産管理課
長

未定
貸付・借
入終了

- 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2007年度 資産 不動産管理 平成１９年度境界立会に関する綴り　平成十九年度～
財務部経理・資産管理課
長

2008/4/1 永年 - 紙
施設管理部資産
課事務室

施設管理部資産課長 廃棄

2007年度 資産 不動産貸借
平成１９年度長期貸付契約伺い（無償）
＋ＮＴＴドコモ関係分（移動しました）

財務部経理・資産管理課
長

未定
貸付・借
入終了

- 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2007年度 資産 不動産貸借 平成１９年度長期貸付契約伺い（有償）
財務部経理・資産管理課
長

未定
貸付・借
入終了

- 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2007年度 資産 不動産貸借 平成１９年度長期貸付契約伺い（有償）２
財務部経理・資産管理課
長

未定
貸付・借
入終了

- 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2007年度 資産 不動産管理 保存登記等嘱託関係綴
財務部経理・資産管理課
長

2008/4/1 永年 - 紙
施設管理部資産
課事務室

施設管理部資産課長 廃棄

2007年度 資産 不動産貸借 豊田講堂関係
財務部経理・資産管理課
長

2008/4/1 永年 - 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2008年度 資産 不動産貸借 20長期借入契約伺
財務部経理・資産管理課
長

未定
貸付・借
入終了

- 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2008年度 資産 宿舎管理
平成20年度～平成23年度　宿舎模様替等申請書　長期
不在承認申請書

財務部経理・資産管理課
長

2012/4/1 10年 2022/3/31 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2008年度 資産 不動産貸借 契約書（有償・無償）　平成２０年度～
財務部経理・資産管理課
長

未定
貸付・借
入終了

- 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2008年度 資産 その他 平成20～25年度返還金・返納金・保険金処理等
財務部経理・資産管理課
長

2014/4/1
7年2カ

月
2021/5/31 紙

2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2008年度 資産 不動産貸借 平成２０年度　長期貸付契約伺い
財務部経理・資産管理課
長

未定
貸付・借
入終了

- 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2008年度 資産 不動産貸借 平成１７年度～　規程改定・料金改訂伺い関係
財務部経理・資産管理課
長

2019/4/1 永年 - 紙
施設管理部資産
課事務室

施設管理部資産課長 廃棄

2008年度 資産 宿舎管理 無料宿舎指定台帳　永年保存
財務部経理・資産管理課
長

2009/4/1 永年 - 紙
施設管理部資産
課事務室

施設管理部資産課長 廃棄

2008年度 資産 不動産貸借 領収証明　（平成２０～２６年）
財務部経理・資産管理課
長

2014/4/1
7年2カ

月
2021/5/31 紙

2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2008年度 資産 不動産管理 蓼科　入湯税申告　（平成２０年９月～）
財務部経理・資産管理課
長

2009/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2009年度 資産 宿舎管理 21アスベスト撤去に伴う工事等　　№２
財務部経理・資産管理課
長

2010/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2009年度 資産 宿舎管理 21アスベスト撤去に伴う工事等　№１
財務部経理・資産管理課
長

2010/4/1 永年 - 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2009年度 資産 宿舎管理 21アスベスト撤去に伴う工事等　№３
財務部経理・資産管理課
長

2010/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2009年度 資産 不動産貸借 21長期借入契約伺
財務部経理・資産管理課
長

未定
貸付・借
入終了

- 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2009年度 資産 宿舎管理
Ｈ21年度～Ｈ23年度　　宿舎明渡猶予　損害賠償軽減
継続雇用者の宿舎利用申出書

財務部経理・資産管理課
長

2012/4/1 10年 2022/3/31 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2009年度 資産 宿舎管理 アスベスト工事（引越）　資産管理票
財務部経理・資産管理課
長

2010/4/1 永年 - 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄
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2009年度 資産 宿舎管理 滝ノ水住宅協定関係綴
財務部経理・資産管理課
長

2010/4/1 永年 - 紙
施設管理部資産
課事務室

施設管理部資産課長 廃棄

2009年度 資産 不動産管理
平成２１～２２年度石田財団からの寄付関係の綴　契約
書、礼状、その他

財務部経理・資産管理課
長

2010/4/1 永年 - 紙
施設管理部資産
課事務室

施設管理部資産課長 廃棄

2009年度 資産 不動産貸借 平成２１～２３年度　豊田講堂・野依　規程改訂
財務部経理・資産管理課
長

2012/4/1 10年 2022/3/31 紙
施設管理部資産
課事務室

施設管理部資産課長 廃棄

2009年度 資産 その他 平成21～23年度たな卸資産の報告
財務部経理・資産管理課
長

2012/4/1 10年 2022/3/31 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2009年度 資産 不動産貸借 平成21～24年度支出決定決議書
財務部経理・資産管理課
長

2013/4/1
7年2カ

月
2020/5/31 紙

2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2009年度 資産 不動産管理 平成21～24年度固定資産税関係
財務部経理・資産管理課
長

2013/6/1
7年2カ

月
2020/5/31 紙

2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2009年度 資産 不動産管理 平成21～24年度立会・土地境界等関係
財務部経理・資産管理課
長

2013/4/1 永年 - 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2009年度 資産 不動産貸借 平成２１年度　長期貸付契約（有料）（無償）
財務部経理・資産管理課
長

未定
貸付・借
入終了

- 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2009年度 資産 不動産貸借 平成２１年度　長期貸付契約（有料）病院関係分
財務部経理・資産管理課
長

未定
貸付・借
入終了

- 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2009年度 資産 不動産管理 平成２１年度～　監守区域（セグメント）
財務部経理・資産管理課
長

未定 10年 - 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2009年度 資産 不動産貸借
平成２１年度～　業務委託契約
①シンポジオン倉庫②学童保育所

財務部経理・資産管理課
長

未定
貸付・借
入終了

- 紙
施設管理部資産
課事務室

施設管理部資産課長 廃棄

2009年度 資産 宿舎管理 平成２１年度～　使用許可・使用貸借関係
財務部経理・資産管理課
長

未定
貸付・借
入終了

- 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2009年度 資産 特許
平成２１年度～　年末調書【土地・謝金】　（給与経理提
出）

財務部経理・資産管理課
長

未定
7年2カ

月
- 紙

施設管理部資産
課事務室

施設管理部資産課長 廃棄

2015年度 資産 不動産管理 平成２１年度～２６年度　名大プロフィール
財務部経理・資産管理課
長

2015/4/1 10年 2025/3/31 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2009年度 資産 不動産管理
平成２１年度～馬場家（寄附）　（公図・登記簿謄本（平成
２１年度取得）含む）

財務部経理・資産管理課
長

2010/4/1 永年 - 紙
施設管理部資産
課事務室

施設管理部資産課長 廃棄

2009年度 資産 不動産貸借 平成２１年度携帯基地局変更等　関係
財務部経理・資産管理課
長

未定
貸付・借
入終了

- 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2009年度 資産 不動産管理
平成２３年度平成２１～２３年度　木曽福島「山の家」
土地・建物処分手続綴

財務部経理・資産管理課
長

2010/4/1 永年 - 紙
施設管理部資産
課事務室

施設管理部資産課長 廃棄

2010年度 資産 不動産管理 （石田財団寄附）　朝岡町三丁目の土地利用
財務部経理・資産管理課
長

2011/4/1 永年 - 紙
施設管理部資産
課事務室

施設管理部資産課長 廃棄

2010年度 資産 宿舎管理 22鍵の受渡簿（名大宿舎）
財務部経理・資産管理課
長

2011/4/1 10年 2021/3/31 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2010年度 資産 不動産貸借 ２２長期借入契約伺
財務部経理・資産管理課
長

未定
貸付・借
入終了

- 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2010年度 資産 国大協保険 22国大協保険データ更新
財務部経理・資産管理課
長

2011/4/1 10年 2021/3/31 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2010年度 資産 国大協保険 22国大協保険関係
財務部経理・資産管理課
長

2011/4/1 10年 2021/3/31 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2010年度 資産 国大協保険 22国大協保険説明会　2010.6.14
財務部経理・資産管理課
長

2011/4/1 10年 2021/3/31 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2010年度 資産 その他 会計検査関連　H22.11.5～H23.1.24 H23.1.28　会計検査
財務部経理・資産管理課
長

2011/4/1 10年 2021/3/31 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2010年度 資産 不動産管理
建物点検チェックシート（平成２２年度～）
大学学施設マネジメントに係わる施設利用調査

財務部経理・資産管理課
長

2011/4/1 10年 2021/3/31 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2010年度 資産 不動産管理 建物内の共同部分の立ち入り制限区域の調査
財務部経理・資産管理課
長

2011/4/1 10年 2021/3/31 紙
施設管理部資産
課事務室

施設管理部資産課長 廃棄

2010年度 資産 不動産貸借
借地　環境学　期間H22～　短期・長期（複数年有）
※H21～も有り

財務部経理・資産管理課
長

未定
貸付・借
入終了

- 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2010年度 資産 宿舎管理 借入状況報告書　（１０年度～）
財務部経理・資産管理課
長

2011/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2010年度 資産 宿舎管理 宿舎戸数調書等
財務部経理・資産管理課
長

2011/4/1 10年 2021/3/31 紙
施設管理部資産
課事務室

施設管理部資産課長 廃棄

2010年度 資産 その他 他大学への照会　平成２２年度～
財務部経理・資産管理課
長

2011/4/1 10年 2021/3/31 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2010年度 資産 不動産管理
不動産購入関係　ハイツミキ　①
（名古屋市昭和区八雲町二十八番地）

財務部経理・資産管理課
長

2011/4/1 永年 - 紙
施設管理部資産
課事務室

施設管理部資産課長 廃棄

2010年度 資産 不動産管理
不動産購入関係　ハイツミキ　②
（名古屋市昭和区八雲町二十八番地）

財務部経理・資産管理課
長

2011/4/1 永年 - 紙
施設管理部資産
課事務室

施設管理部資産課長 廃棄
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2010年度 資産 その他 平成２２～２３年度　東日本大震災関連
財務部経理・資産管理課
長

2012/4/1 10年 2022/3/31 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2010年度 資産 不動産貸借
平成２２年度～２８年度（借入契約）名古屋市　地下管路
（ケーブル）の有料化（支払）

財務部経理・資産管理課
長

未定
貸付・借
入終了

- 紙
施設管理部資産
課事務室

施設管理部資産課長 廃棄

2010年度 資産 その他 平成２２年度～　監事監査　綴　内部監査
財務部経理・資産管理課
長

未定 10年 - 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2010年度 資産 不動産管理 平成２２年度～　臨海実験所　鳥羽土地等の取得
財務部経理・資産管理課
長

2011/4/1 永年 - 紙
施設管理部資産
課事務室

施設管理部資産課長 廃棄

2010年度 資産 物品管理 平成２２年度寄附物品受納書等
財務部経理・資産管理課
長

2011/4/1 10年 2021/3/31 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2010年度 資産 不動産管理
平成２２年度決算関係（通知・機会費用・賃貸等不動産・
資産除去債務など）

財務部経理・資産管理課
長

2011/4/1 10年 2021/3/31 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2010年度 資産 その他 平成２２年度検査対応　等
財務部経理・資産管理課
長

2011/4/1 10年 2021/3/31 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2010年度 資産 不動産管理 平成２２年度減損対象資産調査
財務部経理・資産管理課
長

2011/4/1 10年 2021/3/31 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2010年度 資産 物品管理 平成２２年度固定資産　譲渡　譲受　除却
財務部経理・資産管理課
長

2011/4/1 10年 2021/3/31 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2010年度 資産 物品管理
平成２２年度固定資産等監査（固定資産等現物照合含
む）

財務部経理・資産管理課
長

2011/4/1 10年 2021/3/31 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2010年度 資産 不動産管理
平成２２年度光熱水料に係る目的別経費区分　平成２２
年度

財務部経理・資産管理課
長

2011/4/1 10年 2021/3/31 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2010年度 資産 宿舎管理
平成２２年度宿舎貸与申請書　自動車保管場所貸与申
請書

財務部経理・資産管理課
長

2011/4/1 10年 2021/3/31 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2010年度 資産 不動産管理
平成２２年度除却・減損　綴　（建物　構築物等）　石田財
団登録含む

財務部経理・資産管理課
長

2011/4/1 10年 2021/3/31 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2010年度 資産 その他 平成２２年度～ 中期計画　綴
財務部経理・資産管理課
長

2011/4/1 10年 2021/3/31 紙
施設管理部資産
課事務室

施設管理部資産課長 廃棄

2010年度 資産 不動産貸借 平成２２年度長期貸付契約伺①（無償・東山有償）
財務部経理・資産管理課
長

未定
貸付・借
入終了

- 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2010年度 資産 不動産貸借
平成２２年度長期貸付契約伺②（無償・東山有償）　大幸
含む

財務部経理・資産管理課
長

未定
貸付・借
入終了

- 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2010年度 資産 不動産管理 平成２２年度蓼科宿泊施設　建物処分手続
財務部経理・資産管理課
長

2011/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2011年度 資産 宿舎管理 23鍵の受渡簿（名大宿舎）
財務部経理・資産管理課
長

2012/4/1 10年 2022/3/31 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2011年度 資産 不動産貸借 ２３長期借入契約伺
財務部経理・資産管理課
長

未定
貸付・借
入終了

- 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2011年度 資産 不動産管理 ２３光熱水料経費区分
財務部経理・資産管理課
長

2012/4/1 10年 2022/3/31 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2011年度 資産 宿舎管理 インターネット光関係
財務部経理・資産管理課
長

2012/4/1 10年 2022/3/31 紙
施設管理部資産
課事務室

施設管理部資産課長 廃棄

2011年度 資産 不動産管理 たてしな（山の家）H23年度～の利用
財務部経理・資産管理課
長

2012/4/1 永年 - 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2011年度 資産 不動産貸借
ファミリーマート（文系地区コンビニ）
定期建物賃貸借契約分　平成２８年７月１９日満了

財務部経理・資産管理課
長

未定
貸付・借
入終了

- 紙
施設管理部資産
課事務室

施設管理部資産課長 廃棄

2011年度 資産 宿舎管理
平成２３年度　宿舎（自動車の保管場所）貸与申請変更
届出書

財務部経理・資産管理課
長

2012/4/1 10年 2022/3/31 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2011年度 資産 宿舎管理
平成２３年度　宿舎退去届・合同宿舎退去届・宿舎料返
還金辞退書・宿舎料返還

財務部経理・資産管理課
長

2012/4/1 10年 2022/3/31 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2011年度 資産 宿舎管理 外国人宿舎関係　（平成２３年度起案）
財務部経理・資産管理課
長

2012/4/1 10年 2022/3/31 紙
施設管理部資産
課事務室

施設管理部資産課長 廃棄

2011年度 資産 不動産管理 四谷隼人町線
財務部経理・資産管理課
長

2012/4/1 永年 - 紙
施設管理部資産
課事務室

施設管理部資産課長 廃棄

2011年度 資産 物品管理 除却
財務部経理・資産管理課
長

2012/4/1 10年 2022/3/31 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2011年度 資産 不動産管理 太陽研　鹿児島観測所　（垂水）
財務部経理・資産管理課
長

2012/4/1 永年 - 紙
施設管理部資産
課事務室

施設管理部資産課長 廃棄

2011年度 資産 不動産管理
平成２３年度　設楽フィールド土地売却手続
（国道２５７号線整備事業）

財務部経理・資産管理課
長

2012/4/1 永年 - 紙
施設管理部資産
課事務室

施設管理部資産課長 廃棄

2011年度 資産 不動産管理 平成２３年度～　東郷町　土地（保安林）の寄附について
財務部経理・資産管理課
長

2012/4/1 永年 - 紙
施設管理部資産
課事務室

施設管理部資産課長 廃棄

2011年度 資産 その他
平成２３年度会計検査　一般調書・特別調書（関連公益
法人）

財務部経理・資産管理課
長

2012/4/1 10年 2022/3/31 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄
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2011年度 資産 物品管理 平成２３年度寄附物品受納書等
財務部経理・資産管理課
長

2012/4/1 10年 2022/3/31 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2011年度 資産 不動産管理
平成２３年度決算関係（通知・機会費用・賃貸等不動産な
ど）

財務部経理・資産管理課
長

2012/4/1 10年 2022/3/31 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2011年度 資産 不動産管理 平成２３年度減損対象資産調査
財務部経理・資産管理課
長

2012/4/1 10年 2022/3/31 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2011年度 資産 物品管理 平成２３年度固定資産　譲渡　譲受
財務部経理・資産管理課
長

2012/4/1 10年 2022/3/31 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2011年度 資産 物品管理
平成２３年度固定資産等監査（固定資産等現物照合含
む）

財務部経理・資産管理課
長

2012/4/1 10年 2022/3/31 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2011年度 資産 国大協保険 平成２３年度国大協保険　データ更新
財務部経理・資産管理課
長

2012/4/1 10年 2022/3/31 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2011年度 資産 国大協保険 平成２３年度国大協保険関係
財務部経理・資産管理課
長

2012/4/1 10年 2022/3/31 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2011年度 資産 宿舎管理
平成２３年度宿舎貸与申請書　自動車保管場所貸与申
請書

財務部経理・資産管理課
長

2012/4/1 10年 2022/3/31 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2011年度 資産 不動産管理 平成２３年度除却・減損　綴　（建物　構築物等）
財務部経理・資産管理課
長

2012/4/1 10年 2022/3/31 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2011年度 資産 不動産管理 平成２３年度大幸地区の境界関係
財務部経理・資産管理課
長

2012/4/1 永年 - 紙
施設管理部資産
課事務室

施設管理部資産課長 廃棄

2011年度 資産 不動産貸借 平成２３年度長期貸付契約伺①（東山有償）
財務部経理・資産管理課
長

未定
貸付・借
入終了

- 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2011年度 資産 不動産貸借
平成２３年度長期貸付契約伺②（無償・携帯等基地局）
ＮＴＴドコモ・ソフトバンク・ＫＤＤI・ウィルコム

財務部経理・資産管理課
長

未定
貸付・借
入終了

- 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2011年度 資産 不動産貸借 平成２３年度長期貸付契約伺③（附属病院）
財務部経理・資産管理課
長

未定
貸付・借
入終了

- 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2011年度 資産 不動産貸借
平成２３年度定期建物貸付契約（ＩＢ館コンビニ）ファミリー
マート

財務部経理・資産管理課
長

未定
貸付・借
入終了

- 紙
施設管理部資産
課事務室

施設管理部資産課長 廃棄

2011年度 資産 特許 平成２３年度特許契約書（写）　（社会連携課）
財務部経理・資産管理課
長

未定
7年2カ

月
- 紙

2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2011年度 資産 不動産貸借 平成２３年度豊田講堂　登録有形文化財（登録）H23.7.25
財務部経理・資産管理課
長

未定 永年 - 紙
施設管理部資産
課事務室

施設管理部資産課長 廃棄

2011年度 資産 不動産管理
平成２３年度名古屋大学　バス停周辺公図・土地所有者
等調査業務

財務部経理・資産管理課
長

2012/4/1 永年 - 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2011年度 資産 不動産管理
平成２３年度名古屋大学　東郷地区　附属農場公図作成
業務

財務部経理・資産管理課
長

2012/4/1 永年 - 紙
施設管理部資産
課事務室

施設管理部資産課長 廃棄

2011年度 資産 不動産管理
平成２３年度名古屋大学　東郷地区　附属農場公図作成
業務

財務部経理・資産管理課
長

2012/4/1 永年 - 紙
施設管理部資産
課事務室

施設管理部資産課長 廃棄

2011年度 資産 不動産貸借
予約システム（画面説明・画面遷移図・マスタ設定資料な
ど）

財務部経理・資産管理課
長

2012/4/1 永年 - 紙
施設管理部資産
課事務室

施設管理部資産課長 廃棄

2012年度 資産 その他 24～26資産管理の手引（第2・3版）更新にかかる資料
財務部経理・資産管理課
長

2015/4/1 10年 2025/3/31 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2012年度 資産 宿舎管理 24鍵の受渡簿（名大宿舎）
財務部経理・資産管理課
長

2013/4/1 10年 2023/3/31 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2012年度 資産 物品管理 24寄附物品受納書等①
財務部経理・資産管理課
長

2013/4/1 10年 2023/3/31 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2012年度 資産 物品管理 24寄附物品受納書等②
財務部経理・資産管理課
長

2013/4/1 10年 2023/3/31 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2012年度 資産 不動産貸借 24緊急時避難誘導体制届　豊田講堂・野依
財務部経理・資産管理課
長

2013/4/1 7年2カ月 2020/5/31 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2012年度 資産 宿舎管理 24資産管理票（宿舎）
財務部経理・資産管理課
長

2013/4/1 7年2カ月 2020/5/31 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2012年度 資産 宿舎管理 24自主点検票（名大宿舎）
財務部経理・資産管理課
長

2013/4/1
7年2カ

月
2020/5/31 紙

2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2012年度 資産 宿舎管理 24収入決定決議書（宿舎等）
財務部経理・資産管理課
長

2013/4/1 7年2カ月 2020/5/31 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2012年度 資産 宿舎管理 24宿舎業務日誌
財務部経理・資産管理課
長

2013/4/1
7年2カ

月
2020/5/31 紙

2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2012年度 資産 宿舎管理 24宿舎工事完了届①
財務部経理・資産管理課
長

2013/4/1
7年2カ

月
2020/5/31 紙

2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2012年度 資産 宿舎管理 24宿舎工事完了届②
財務部経理・資産管理課
長

2013/4/1
7年2カ

月
2020/5/31 紙

2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2012年度 資産 宿舎管理 24宿舎工事完了届③
財務部経理・資産管理課
長

2013/4/1
7年2カ

月
2020/5/31 紙

2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄
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2012年度 資産 宿舎管理
24宿舎使用料及び物件使用料の改定　使用許可・使用
賃貸契約

財務部経理・資産管理課
長

2013/4/1 10年 2023/3/31 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2012年度 資産 宿舎管理 24宿舎貸与申請書　自動車保管場所貸与申請書
財務部経理・資産管理課
長

2013/4/1 10年 2023/3/31 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2012年度 資産 宿舎管理 24宿舎入居希望調書
財務部経理・資産管理課
長

2013/4/1 10年 2023/3/31 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2012年度 資産 宿舎管理 24宿舎模様替等申請書　不在届・長期不在承認申請書
財務部経理・資産管理課
長

2013/4/1 10年 2023/3/31 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2012年度 資産 宿舎管理 24宿舎料異動報告書
財務部経理・資産管理課
長

2013/4/1 10年 2023/3/31 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2012年度 資産 宿舎管理
24退去届（名大・合同宿舎）　宿舎料返還請求書・辞退書
明渡猶予申請書・損害賠償軽減申請書

財務部経理・資産管理課
長

2013/4/1 10年 2023/3/31 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2012年度 資産 不動産貸借 ２４長期借入契約伺
財務部経理・資産管理課
長

未定
貸付・借
入終了

- 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2012年度 資産 その他 24電話加入権調査（権利本数確認・減損は行わず）
財務部経理・資産管理課
長

2013/4/1 10年 2023/3/31 紙
施設管理部資産
課事務室

施設管理部資産課長 廃棄

2012年度 資産 不動産管理 24決算関係（通知・機会費用・賃貸等不動産など）
財務部経理・資産管理課
長

2013/4/1 10年 2023/3/31 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2012年度 資産 不動産管理 24減損対象資産調査
財務部経理・資産管理課
長

2013/4/1 10年 2023/3/31 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2012年度 資産 物品管理 24固定資産　寄附　譲渡　譲受　除却
財務部経理・資産管理課
長

2013/4/1 10年 2023/3/31 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2012年度 資産 物品管理 24固定資産等監査（固定資産等現物照合含む）
財務部経理・資産管理課
長

2013/4/1 10年 2023/3/31 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2012年度 資産 不動産管理 ２４光熱水料経費区分
財務部経理・資産管理課
長

2013/4/1 10年 2023/3/31 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2012年度 資産 その他 24資産管理票
財務部経理・資産管理課
長

2013/4/1
7年2カ

月
2020/5/31 紙

2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2012年度 資産 不動産貸借 24収入決定決議書①
財務部経理・資産管理課
長

2013/4/1
7年2カ

月
2020/5/31 紙

2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2012年度 資産 不動産貸借 24収入決定決議書②
財務部経理・資産管理課
長

2013/4/1
7年2カ

月
2020/5/31 紙

2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2012年度 資産 不動産貸借 24収入決定決議書③
財務部経理・資産管理課
長

2013/4/1
7年2カ

月
2020/5/31 紙

2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2012年度 資産 不動産貸借 24収入決定決議書④
財務部経理・資産管理課
長

2013/4/1
7年2カ

月
2020/5/31 紙

2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2012年度 資産 不動産貸借 24収入決定決議書⑤
財務部経理・資産管理課
長

2013/4/1
7年2カ

月
2020/5/31 紙

2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2012年度 資産 不動産貸借 24収入決定決議書⑥
財務部経理・資産管理課
長

2013/4/1
7年2カ

月
2020/5/31 紙

2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2012年度 資産 不動産管理 24除却・減損　綴　（建物　構築物等）
財務部経理・資産管理課
長

2013/4/1 10年 2023/3/31 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2012年度 資産 不動産貸借 ２４窓口現金収納
財務部経理・資産管理課
長

2013/4/1
7年2カ

月
2020/5/31 紙

2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2012年度 資産 不動産貸借 24短期貸付承認申請書①（豊田講堂・講義室）
財務部経理・資産管理課
長

2013/4/1 7年2カ月 2020/5/31 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2012年度 資産 不動産貸借 24短期貸付承認申請書②（豊田講堂・講義室）
財務部経理・資産管理課
長

2013/4/1 7年2カ月 2020/5/31 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2012年度 資産 不動産貸借 24短期貸付承認申請書③（豊田講堂・講義室）
財務部経理・資産管理課
長

2013/4/1 7年2カ月 2020/5/31 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2012年度 資産 不動産貸借 24短期貸付承認申請書④（豊田講堂・講義室）
財務部経理・資産管理課
長

2013/4/1 7年2カ月 2020/5/31 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2012年度 資産 不動産貸借 24短期貸付承認申請書⑤（豊田講堂・講義室）
財務部経理・資産管理課
長

2013/4/1 7年2カ月 2020/5/31 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2012年度 資産 不動産貸借 24短期貸付承認申請書⑥（豊田講堂・講義室）
財務部経理・資産管理課
長

2013/4/1 7年2カ月 2020/5/31 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2012年度 資産 不動産貸借 24短期貸付承認申請書⑦（豊田講堂・講義室）
財務部経理・資産管理課
長

2013/4/1 7年2カ月 2020/5/31 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2012年度 資産 宿舎管理 24度簡易水道維持点検等
財務部経理・資産管理課
長

2013/4/1
7年2カ

月
2020/5/31 紙

2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2012年度 資産 不動産貸借 ２４野依記念学術交流館使用許可申請書
財務部経理・資産管理課
長

2013/4/1
7年2カ

月
2020/5/31 紙

2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2012年度 資産 宿舎管理 修繕工事申込票　滝ノ水住宅以外（控）H24～H25年度
財務部経理・資産管理課
長

2013/4/1
7年2カ

月
2021/5/31 紙

2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄
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2012年度 資産 宿舎管理 修繕整理簿(平成24年度）～平成２５年度
財務部経理・資産管理課
長

2013/4/1
7年2カ

月
2021/5/31 紙

2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2012年度 資産 不動産管理 東郷町土地（保安林）の寄附について
財務部経理・資産管理課
長

2013/4/1 永年 - 紙
施設管理部資産
課事務室

施設管理部資産課長 廃棄

2012年度 資産 その他 非常災害時における土地建物等の使用に関する覚書
財務部経理・資産管理課
長

2013/4/1 永年 - 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2012年度 資産 宿舎管理 平成24～29民間アパート等借上げ
財務部経理・資産管理課
長

2015/5/1
借入終
了後10

2025/5/31 紙
施設管理部資産
課事務室

施設管理部資産課長 廃棄

2012年度 資産 不動産貸借 平成24年～　東郷自然観察園利用申請書
財務部経理・資産管理課
長

未定 7年2カ月 - 紙
施設管理部資産
課事務室

施設管理部資産課長 廃棄

2012年度 資産 不動産管理 中山町（戸建て）・高田町/（外国人教師宿泊施設）
財務部経理・資産管理課
長

2013/4/1 永年 - 紙
施設管理部資産
課事務室

施設管理部資産課長 廃棄

2012年度 資産 その他 平成24～25年度たな卸資産の報告
財務部経理・資産管理課
長

2014/4/1 10年 2024/3/31 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2012年度 資産 その他 平成２４年度会計検査　（一般調書）
財務部経理・資産管理課
長

2013/4/1 10年 2023/3/31 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2012年度 資産 国大協保険 平成２４年度国大協保険関係
財務部経理・資産管理課
長

2013/4/1 10年 2023/3/31 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2012年度 資産 不動産貸借 平成２４年度長期貸付契約伺①（東山有償）
財務部経理・資産管理課
長

未定
貸付・借
入終了

- 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2012年度 資産 不動産貸借 平成２４年度長期貸付契約伺②（無償・附属病院・大幸）
財務部経理・資産管理課
長

未定
貸付・借
入終了

- 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2012年度 寄宿舎管理 寮 平成24年度 国際嚶鳴館預金
企画･学務部学生支援課
長

2013/4/1 10年 2023/3/31 紙
レジデンス東山
事務室隣書庫

施設管理部資産課長 廃棄

2013年度 資産 宿舎管理 25　鍵の受渡簿（名大宿舎）
財務部経理・資産管理課
長

2014/4/1 10年 2024/3/31 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2013年度 資産 宿舎管理
25　収入決定決議書（宿舎等）
　　ﾊﾞｰﾁｬﾙ口座・未入金一覧表・維持管理費(愛教大･名

財務部経理・資産管理課
長

2014/4/1
7年2カ

月
2021/5/31 紙

2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2013年度 資産 宿舎管理
25　宿舎貸与申請書　自動車保管場所貸与申請書
　　　・変更届出書　宿舎入居証明書

財務部経理・資産管理課
長

2014/4/1 10年 2024/3/31 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2013年度 資産 宿舎管理
25　宿舎使用料及び物件使用料の改定　使用許可・使用
賃貸契約

財務部経理・資産管理課
長

2014/4/1 10年 2024/3/31 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2013年度 資産 宿舎管理 25　宿舎入居希望調書
財務部経理・資産管理課
長

2014/4/1 10年 2024/3/31 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2013年度 資産 宿舎管理 25　宿舎模様替等申請書　不在届・長期不在承認申請書
財務部経理・資産管理課
長

2014/4/1 10年 2024/3/31 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2013年度 資産 宿舎管理 25　宿舎料異動報告書
財務部経理・資産管理課
長

2014/4/1 7年2カ月 2021/5/31 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2013年度 資産 宿舎管理
25　退去届（名大・合同宿舎）　宿舎料返還請求書・辞退
書　明渡猶予申請書・損害賠償軽減申請書

財務部経理・資産管理課
長

2014/4/1 10年 2024/3/31 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2013年度 資産 物品管理 25　寄附物品受納書①
財務部経理・資産管理課
長

2014/4/1 10年 2024/3/31 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2013年度 資産 物品管理 25　寄附物品受納書②
財務部経理・資産管理課
長

2014/4/1 10年 2024/3/31 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2013年度 資産 不動産貸借 25緊急時避難誘導体制届　豊田講堂・野依
財務部経理・資産管理課
長

2014/4/1
7年2カ

月
2021/5/31 紙

2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2013年度 資産 国大協保険 25国大協保険関係
財務部経理・資産管理課
長

2014/4/1 10年 2024/3/31 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2013年度 資産 その他 25資産管理票（宿舎）
財務部経理・資産管理課
長

2014/4/1
7年2カ

月
2021/5/31 紙

2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2013年度 資産 宿舎管理 25自主点検票（名大宿舎）
財務部経理・資産管理課
長

2014/4/1
7年2カ

月
2021/5/31 紙

2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2013年度 資産 宿舎管理 25宿舎業務日誌
財務部経理・資産管理課
長

2014/4/1
7年2カ

月
2021/5/31 紙

2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2013年度 資産 宿舎管理 25宿舎工事完了届①
財務部経理・資産管理課
長

2014/4/1
7年2カ

月
2021/5/31 紙

2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2013年度 資産 宿舎管理 25宿舎工事完了届②
財務部経理・資産管理課
長

2014/4/1
7年2カ

月
2021/5/31 紙

2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2013年度 資産 宿舎管理 25宿舎工事完了届③
財務部経理・資産管理課
長

2014/4/1
7年2カ

月
2021/5/31 紙

2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2013年度 資産 不動産貸借 25長期貸付契約伺①（東山有償）
財務部経理・資産管理課
長

未定
貸付・借
入終了

- 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2013年度 資産 不動産貸借 25長期貸付契約伺②（無償・附属病院・大幸）
財務部経理・資産管理課
長

未定
貸付・借
入終了

- 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄
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2013年度 資産 不動産貸借 25長期借入契約伺
財務部経理・資産管理課
長

未定
貸付・借
入終了

- 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2013年度 資産 不動産貸借 25豊田講堂　使用許可申請書（課外活動用）
財務部経理・資産管理課
長

2014/4/1
7年2カ

月
2021/5/31 紙

2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2013年度 資産 不動産貸借 25豊田講堂　使用許可申請書（無料分）
財務部経理・資産管理課
長

2014/4/1
7年2カ

月
2021/5/31 紙

2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2013年度 資産 不動産貸借 25豊田講堂使用許可申請書･許可書
財務部経理・資産管理課
長

2014/4/1
7年2カ

月
2021/5/31 紙

2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2013年度 資産 不動産貸借 25野依記念学術交流館許可申請書
財務部経理・資産管理課
長

2014/4/1
7年2カ

月
2021/5/31 紙

2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2013年度 資産 不動産貸借 25窓口現金収納
財務部経理・資産管理課
長

2014/4/1
7年2カ

月
2021/5/31 紙

2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2013年度 資産 宿舎管理 25簡易水道維持点検等
財務部経理・資産管理課
長

2014/4/1
7年2カ

月
2021/5/31 紙

2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2013年度 資産 不動産管理 25決算関係（通知・機会費用・賃貸等不動産など）
財務部経理・資産管理課
長

2014/4/1 10年 2024/3/31 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2013年度 資産 不動産管理 25減損対象資産調査
財務部経理・資産管理課
長

2014/4/1 10年 2024/3/31 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2013年度 資産 物品管理 25固定資産　寄附　譲渡　譲受
財務部経理・資産管理課
長

2014/4/1 10年 2024/3/31 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2013年度 資産 物品管理 25固定資産　除却
財務部経理・資産管理課
長

2014/4/1 10年 2024/3/31 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2013年度 資産 物品管理 25固定資産等監査（固定資産等現物照合含む）
財務部経理・資産管理課
長

2014/4/1 10年 2024/3/31 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2013年度 資産 不動産管理 25光熱水料経費区分
財務部経理・資産管理課
長

2014/4/1 10年 2024/3/31 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2013年度 資産 その他 25資産管理票
財務部経理・資産管理課
長

2014/4/1
7年2カ

月
2021/5/31 紙

2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2013年度 資産 不動産貸借 25収入決定決議書①
財務部経理・資産管理課
長

2014/4/1
7年2カ

月
2021/5/31 紙

2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2013年度 資産 不動産貸借 25収入決定決議書②
財務部経理・資産管理課
長

2014/4/1
7年2カ

月
2021/5/31 紙

2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2013年度 資産 不動産貸借 25収入決定決議書③
財務部経理・資産管理課
長

2014/4/1
7年2カ

月
2021/5/31 紙

2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2013年度 資産 不動産貸借 25収入決定決議書④
財務部経理・資産管理課
長

2014/4/1
7年2カ

月
2021/5/31 紙

2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2013年度 資産 不動産貸借 25収入決定決議書⑤
財務部経理・資産管理課
長

2014/4/1
7年2カ

月
2021/5/31 紙

2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2013年度 資産 不動産貸借 25収入決定決議書⑥
財務部経理・資産管理課
長

2014/4/1
7年2カ

月
2021/5/31 紙

2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2013年度 資産 不動産貸借 25収入決定決議書⑦
財務部経理・資産管理課
長

2014/4/1
7年2カ

月
2021/5/31 紙

2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2013年度 資産 不動産管理 25除却・減損　綴　（建物　構築物等）①
財務部経理・資産管理課
長

2014/4/1 10年 2024/3/31 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2013年度 資産 不動産管理 25除却・減損　綴　（建物　構築物等）②
財務部経理・資産管理課
長

2014/4/1 10年 2024/3/31 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2013年度 資産 不動産貸借 25短期貸付承認申請書①（講義室）
財務部経理・資産管理課
長

2014/4/1
7年2カ

月
2021/5/31 紙

2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2013年度 資産 不動産貸借 25短期貸付承認申請書②（講義室）
財務部経理・資産管理課
長

2014/4/1 7年2カ月 2021/5/31 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2013年度 資産 不動産貸借 25短期貸付承認申請書③（講義室）
財務部経理・資産管理課
長

2014/4/1 7年2カ月 2021/5/31 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2013年度 資産 不動産貸借 25短期貸付承認申請書④（講義室）
財務部経理・資産管理課
長

2014/4/1
7年2カ

月
2021/5/31 紙

2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2013年度 資産 不動産貸借 25短期貸付承認申請書⑤（講義室）
財務部経理・資産管理課
長

2014/4/1 7年2カ月 2021/5/31 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2013年度 資産 不動産貸借 25短期貸付承認申請書⑥（講義室）
財務部経理・資産管理課
長

2014/4/1 7年2カ月 2021/5/31 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2013年度 資産 不動産貸借 25短期貸付承認申請書⑦（講義室）
財務部経理・資産管理課
長

2014/4/1
7年2カ

月
2021/5/31 紙

2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2013年度 資産 不動産貸借 平成25～29年度支出決定決議書
財務部経理・資産管理課
長

未定
7年2カ

月
2023/5/31 紙

2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2013年度 資産 不動産管理 平成25～28年度固定資産税関係
財務部経理・資産管理課
長

2017/6/1
7年2ヶ

月
2024/5/31 紙

施設管理部資産
課事務室

施設管理部資産課長 廃棄
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2013年度 資産 不動産管理 平成25～　年度立会・土地境界等関係
財務部経理・資産管理課
長

未定 永年 - 紙
施設管理部資産
課事務室

施設管理部資産課長 廃棄

2013年度 資産 その他 平成２５年度会計検査　（一般調書）
財務部経理・資産管理課
長

2014/4/1 10年 2024/3/31 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2013年度 寄宿舎管理 寮 平成25年度 国際嚶鳴館預金
企画･学務部学生支援課
長

2014/4/1 10年 2024/3/31 紙
レジデンス東山
事務室隣書庫

施設管理部資産課長 廃棄

2014年度 資産 宿舎管理 26　鍵の受渡簿（名大宿舎）
財務部経理・資産管理課
長

2015/6/1 7年 2022/5/31 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2014年度 資産 その他 26　資産管理票（宿舎）
財務部経理・資産管理課
長

2015/6/1 7年 2022/3/31 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2014年度 資産 宿舎管理 26　修繕工事申込票　滝ノ水住宅以外(控）
財務部経理・資産管理課
長

2015/6/1 7年 2022/5/31 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2014年度 資産 宿舎管理 26　修繕整理簿
財務部経理・資産管理課
長

2015/6/1 7年 2022/5/31 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2014年度 資産 宿舎管理
26　収入決定決議書（宿舎等）
　　ﾊﾞｰﾁｬﾙ口座・未入金一覧表・維持管理費(愛教大･名

財務部経理・資産管理課
長

2015/6/1 7年 2022/5/31 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2014年度 資産 宿舎管理 26　宿舎入居希望調書
財務部経理・資産管理課
長

2015/6/1 7年 2022/5/31 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2014年度 資産 宿舎管理
26　宿舎貸与申請書　自動車保管場所貸与申請書
　　　・変更届出書　宿舎入居証明書

財務部経理・資産管理課
長

2015/6/1 7年 2022/5/31 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2014年度 資産 宿舎管理
26　宿舎模様替等届出申請書　 不在・長期不在承認申
請書

財務部経理・資産管理課
長

2015/6/1 7年 2022/5/31 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2014年度 資産 宿舎管理 26　宿舎料異動報告書
財務部経理・資産管理課
長

2015/6/1 7年 2022/5/31 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2014年度 資産 宿舎管理
26　退去届（名大・合同宿舎）　宿舎料返還請求書・辞退
書　明渡猶予申請書・損害賠償軽減申請書

財務部経理・資産管理課
長

2015/6/1 7年 2022/5/31 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2014年度 資産 物品管理 26　寄附物品受納書①
財務部経理・資産管理課
長

2015/4/1 10年 2025/3/31 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2014年度 資産 物品管理 26　寄附物品受納書②
財務部経理・資産管理課
長

2015/4/1 10年 2025/3/31 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2014年度 資産 宿舎管理
26　宿舎使用及び物件使用料の改定　使用許可・使用賃
貸契約

財務部経理・資産管理課
長

2015/6/1 7年 2025/3/31 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2014年度 資産 国大協保険 26国大協保険関係
財務部経理・資産管理課
長

2015/4/1 10年 2025/3/31 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2014年度 資産 宿舎管理 26自主点検票（名大宿舎）
財務部経理・資産管理課
長

2015/6/1 7年 2022/5/31 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2014年度 資産 宿舎管理 26宿舎業務日誌
財務部経理・資産管理課
長

2015/6/1 7年 2022/5/31 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2014年度 資産 宿舎管理 26宿舎工事完了届①
財務部経理・資産管理課
長

2015/6/1 7年 2022/5/31 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2014年度 資産 宿舎管理 26宿舎工事完了届②
財務部経理・資産管理課
長

2015/6/1 7年 2022/5/31 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2014年度 資産 宿舎管理 26宿舎工事完了届③
財務部経理・資産管理課
長

2015/6/1 7年 2022/5/31 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2014年度 資産 不動産貸借 26長期貸付契約伺①（東山有償）
財務部経理・資産管理課
長

未定
貸付・借
入終了

- 紙
施設管理部資産
課事務室

施設管理部資産課長 廃棄

2014年度 資産 不動産貸借 26長期貸付契約伺②（東山有償）
財務部経理・資産管理課
長

未定
貸付・借
入終了

- 紙
施設管理部資産
課事務室

施設管理部資産課長 廃棄

2014年度 資産 不動産貸借 26長期貸付契約伺③（無償・附属病院・大幸）
財務部経理・資産管理課
長

未定
貸付・借
入終了

- 紙
施設管理部資産
課事務室

施設管理部資産課長 廃棄

2014年度 資産 不動産貸借
26長期借入契約伺①（事務局・COI・理学部・工学部・農
学部・研究所）

財務部経理・資産管理課
長

未定
貸付・借
入終了

- 紙
施設管理部資産
課事務室

施設管理部資産課長 廃棄

2014年度 資産 不動産貸借 26長期借入契約伺②（環境学研究科）
財務部経理・資産管理課
長

未定
貸付・借
入終了

- 紙
施設管理部資産
課事務室

施設管理部資産課長 廃棄

2014年度 資産 不動産貸借 26窓口現金収納
財務部経理・資産管理課
長

2015/6/1 7年 2022/5/31 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2014年度 資産 その他 26会計検査　（一般・特別調書）
財務部経理・資産管理課
長

2015/4/1 10年 2025/3/31 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2014年度 資産 宿舎管理 26簡易水道維持点検等
財務部経理・資産管理課
長

2015/6/1 7年 2022/5/31 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2014年度 資産 不動産管理 26決算関係（通知・機会費用・賃貸等不動産など）
財務部経理・資産管理課
長

2015/4/1 10年 2025/3/31 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2014年度 資産 不動産管理 26減損対象資産調査
財務部経理・資産管理課
長

2015/4/1 10年 2025/3/31 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄
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2014年度 資産 物品管理 26固定資産　除却　寄附　譲渡　譲受
財務部経理・資産管理課
長

2015/4/1 10年 2025/3/31 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2014年度 資産 物品管理 26固定資産等監査（固定資産等現物照合含む）
財務部経理・資産管理課
長

2015/4/1 10年 2025/3/31 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2014年度 資産 不動産管理 26光熱水料経費区分
財務部経理・資産管理課
長

2015/4/1 10年 2025/3/31 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2014年度 資産 特許 26支出決定決議書　特許①
財務部経理・資産管理課
長

2015/6/1 7年 2022/5/31 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2014年度 資産 特許 26支出決定決議書　特許②
財務部経理・資産管理課
長

2015/6/1 7年 2022/5/31 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2014年度 資産 特許 26支出決定決議書　特許③
財務部経理・資産管理課
長

2015/6/1 7年 2022/5/31 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2014年度 資産 特許 26支出決定決議書　特許④
財務部経理・資産管理課
長

2015/6/1 7年 2022/5/31 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2014年度 資産 特許 26支出決定決議書　特許⑤
財務部経理・資産管理課
長

2015/6/1 7年 2022/5/31 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2014年度 資産 特許 26支出決定決議書　特許⑥
財務部経理・資産管理課
長

2015/6/1 7年 2022/5/31 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2014年度 資産 特許 26支出決定決議書　特許⑦
財務部経理・資産管理課
長

2015/6/1 7年 2022/5/31 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2014年度 資産 特許 26支出決定決議書　特許⑧
財務部経理・資産管理課
長

2015/6/1 7年 2022/5/31 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2014年度 資産 特許 26支出決定決議書　特許⑨
財務部経理・資産管理課
長

2015/6/1 7年 2022/5/31 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2014年度 資産 特許 26支出決定決議書　特許⑩
財務部経理・資産管理課
長

2015/6/1 7年 2022/5/31 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2014年度 資産 特許 26支出決定決議書　特許⑪
財務部経理・資産管理課
長

2015/6/1 7年 2022/5/31 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2014年度 資産 特許 26支出決定決議書　特許⑫
財務部経理・資産管理課
長

2015/6/1 7年 2022/5/31 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2014年度 資産 特許 26支出決定決議書　特許収入配分金①
財務部経理・資産管理課
長

2015/6/1 7年 2022/5/31 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2014年度 資産 特許 26支出決定決議書　特許収入配分金②
財務部経理・資産管理課
長

2015/6/1 7年 2022/5/31 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2014年度 資産 その他 26資産管理票
財務部経理・資産管理課
長

2015/6/1 7年 2022/5/31 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2014年度 資産 不動産貸借 26収入決定決議書①
財務部経理・資産管理課
長

2015/6/1 7年 2022/5/31 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2014年度 資産 不動産貸借 26収入決定決議書②
財務部経理・資産管理課
長

2015/6/1 7年 2022/5/31 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2014年度 資産 不動産貸借 26収入決定決議書③
財務部経理・資産管理課
長

2015/6/1 7年 2022/5/31 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2014年度 資産 不動産貸借 26収入決定決議書④
財務部経理・資産管理課
長

2015/6/1 7年 2022/5/31 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2014年度 資産 不動産貸借 26収入決定決議書⑤
財務部経理・資産管理課
長

2015/6/1 7年 2022/5/31 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2014年度 資産 不動産貸借 26収入決定決議書⑥
財務部経理・資産管理課
長

2015/6/1 7年 2022/5/31 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2014年度 資産 不動産貸借 26収入決定決議書⑦
財務部経理・資産管理課
長

2015/6/1 7年 2022/5/31 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2014年度 資産 不動産管理 26除却・減損　綴　（建物　構築物等）①
財務部経理・資産管理課
長

2015/4/1 10年 2025/3/31 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2014年度 資産 不動産管理 26除却・減損　綴　（建物　構築物等）②
財務部経理・資産管理課
長

2015/4/1 10年 2025/3/31 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2014年度 資産 不動産貸借 生協業務委託契約関係②
財務部経理・資産管理課
長

未定
貸付・借
入終了

- 紙
施設管理部資産
課事務室

施設管理部資産課長 廃棄

2014年度 資産 その他 平成26～　年度返還金・返納金・保険金処理等
財務部経理・資産管理課
長

未定 7年 - 紙
施設管理部資産
課事務室

施設管理部資産課長 廃棄

2014年度 資産 その他 平成26～27年度たな卸資産の報告
財務部経理・資産管理課
長

2016/4/1 10年 2026/3/31 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2014年度 寄宿舎管理 寮 平成26年度 原符 6/10
企画･学務部学生支援課
長

2015/4/1 10年 2025/3/31 紙
レジデンス東山
倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2014年度 寄宿舎管理 寮 平成26年度 原符 1/10
企画･学務部学生支援課
長

2015/4/1 10年 2025/3/31 紙
レジデンス東山
倉庫

施設管理部資産課長 廃棄
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2014年度 寄宿舎管理 寮 平成26年度 原符 10/10
企画･学務部学生支援課
長

2015/4/1 10年 2025/3/31 紙
レジデンス東山
倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2014年度 寄宿舎管理 寮 平成26年度 原符 2/10
企画･学務部学生支援課
長

2015/4/1 10年 2025/3/31 紙
レジデンス東山
倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2014年度 寄宿舎管理 寮 平成26年度 原符 3/10
企画･学務部学生支援課
長

2015/4/1 10年 2025/3/31 紙
レジデンス東山
倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2014年度 寄宿舎管理 寮 平成26年度 原符 4/10
企画･学務部学生支援課
長

2015/4/1 10年 2025/3/31 紙
レジデンス東山
倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2014年度 寄宿舎管理 寮 平成26年度 原符 5/10
企画･学務部学生支援課
長

2015/4/1 10年 2025/3/31 紙
レジデンス東山
倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2014年度 寄宿舎管理 寮 平成26年度 原符 7/10
企画･学務部学生支援課
長

2015/4/1 10年 2025/3/31 紙
レジデンス東山
倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2014年度 寄宿舎管理 寮 平成26年度 原符 8/10
企画･学務部学生支援課
長

2015/4/1 10年 2025/3/31 紙
レジデンス東山
倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2014年度 寄宿舎管理 寮 平成26年度 原符 9/10
企画･学務部学生支援課
長

2015/4/1 10年 2025/3/31 紙
レジデンス東山
倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2014年度 寄宿舎管理 寮 平成26年度 国際嚶鳴館預金
企画･学務部学生支援課
長

2015/4/1 10年 2025/3/31 紙
レジデンス東山
事務室隣書庫

施設管理部資産課長 廃棄

2015年度 資産 宿舎管理 27　鍵の受渡簿（名大宿舎）
財務部経理・資産管理課
長

2016/6/1 7年 2023/5/31 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2015年度 資産 宿舎管理 27　資産管理票（宿舎）
財務部経理・資産管理課
長

2016/6/1 7年 2023/5/31 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2015年度 資産 宿舎管理
27　収入決定決議書（宿舎等）
　　ﾊﾞｰﾁｬﾙ口座・未入金一覧表・維持管理費(愛教大･名

財務部経理・資産管理課
長

2016/6/1 7年 2023/5/31 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2015年度 資産 宿舎管理 27　宿舎入居希望調書
財務部経理・資産管理課
長

2016/6/1 7年 2023/5/31 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2015年度 資産 宿舎管理
27　宿舎貸与申請書　自動車保管場所貸与申請書
　　　・変更届出書　宿舎居住証明書

財務部経理・資産管理課
長

2016/6/1 7年 2023/5/31 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2015年度 資産 宿舎管理
27　宿舎模様替等届出申請書　 不在・長期不在承認申
請書

財務部経理・資産管理課
長

2016/6/1 7年 2023/5/31 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2015年度 資産 宿舎管理 27　宿舎料異動報告書
財務部経理・資産管理課
長

2016/6/1 7年 2023/5/31 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2015年度 資産 宿舎管理
27　退去届（名大・その他宿舎）　宿舎料返還請求書・辞
退書　明渡猶予申請書・損害賠償軽減申請書

財務部経理・資産管理課
長

2016/6/1 7年 2023/5/31 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2015年度 資産 物品管理 27　寄附物品受納書①
財務部経理・資産管理課
長

2016/4/1 10年 2026/3/31 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2015年度 資産 物品管理 27　寄附物品受納書②
財務部経理・資産管理課
長

2016/4/1 10年 2026/3/31 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2015年度 資産 宿舎管理
27　宿舎使用及び物件使用料の改定　使用許可・使用賃
貸契約

財務部経理・資産管理課
長

2016/6/1 7年 2023/5/31 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2015年度 資産 不動産貸借 27NICE利用申請書
財務部経理・資産管理課
長

2016/4/1 5年 2021/3/31 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2015年度 資産 不動産貸借 27緊急時避難誘導体制届　豊田講堂・野依
財務部経理・資産管理課
長

2016/4/1 5年 2021/3/31 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2015年度 資産 国大協保険 27国大協保険関係
財務部経理・資産管理課
長

2016/4/1 10年 2026/3/31 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2015年度 資産 宿舎管理 27自主点検票（名大宿舎）
財務部経理・資産管理課
長

2016/6/1 7年 2023/5/31 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2015年度 資産 宿舎管理 27宿舎業務日誌
財務部経理・資産管理課
長

2016/6/1 7年 2023/5/31 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2015年度 資産 宿舎管理 27宿舎工事完了届①
財務部経理・資産管理課
長

2016/6/1 7年 2023/5/31 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2015年度 資産 宿舎管理 27宿舎工事完了届②
財務部経理・資産管理課
長

2016/6/1 7年 2023/5/31 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2015年度 資産 不動産貸借 27長期貸付契約伺①（東山有償）
財務部経理・資産管理課
長

未定
貸付・借
入終了

- 紙
施設管理部資産
課事務室

施設管理部資産課長 廃棄

2015年度 資産 不動産貸借 27長期貸付契約伺②（無償・附属病院・大幸）
財務部経理・資産管理課
長

未定
貸付・借
入終了

- 紙
施設管理部資産
課事務室

施設管理部資産課長 廃棄

2015年度 資産 不動産貸借
27長期借入契約伺①（事務局・理学部・工学部・農学部・
COI）

財務部経理・資産管理課
長

未定
貸付・借
入終了

- 紙
施設管理部資産
課事務室

施設管理部資産課長 廃棄

2015年度 資産 不動産貸借 27長期借入契約伺②（環境学研究科・研究所）
財務部経理・資産管理課
長

未定
貸付・借
入終了

- 紙
施設管理部資産
課事務室

施設管理部資産課長 廃棄

2015年度 資産 不動産貸借 27豊田講堂　使用許可申請書（課外活動用）
財務部経理・資産管理課
長

2016/4/1 5年 2021/3/31 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 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

備考

2015年度 資産 不動産貸借 27豊田講堂　使用許可申請書（無料分）
財務部経理・資産管理課
長

2016/4/1 5年 2021/3/31 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2015年度 資産 不動産貸借 27窓口現金収納
財務部経理・資産管理課
長

2016/6/1 7年 2023/5/31 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2015年度 資産 その他 27会計検査　（一般・特別調書）
財務部経理・資産管理課
長

2016/4/1 10年 2026/3/31 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2015年度 資産 宿舎管理 27簡易水道維持点検等
財務部経理・資産管理課
長

2016/6/1 7年 2023/5/31 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2015年度 資産 不動産管理 27決算関係（通知・機会費用・賃貸等不動産など）
財務部経理・資産管理課
長

2016/4/1 10年 2026/3/31 紙
施設管理部資産
課事務室

施設管理部資産課長 廃棄

2015年度 資産 不動産管理 27減損対象資産調査
財務部経理・資産管理課
長

2016/4/1 10年 2026/3/31 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2015年度 資産 物品管理 27固定資産　寄附・譲渡・譲受・除却①
財務部経理・資産管理課
長

2016/4/1 10年 2026/3/31 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2015年度 資産 物品管理 27固定資産　寄附・譲渡・譲受・除却②
財務部経理・資産管理課
長

2016/4/1 10年 2026/3/31 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2015年度 資産 物品管理 27固定資産等監査（固定資産等現物照合含む）
財務部経理・資産管理課
長

2016/4/1 10年 2026/3/31 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2015年度 資産 不動産管理 27光熱水料経費区分
財務部経理・資産管理課
長

2016/4/1 10年 2026/3/31 紙
2号館裏
財務課横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2015年度 資産 特許 27支出決定決議書　特許①
財務部経理・資産管理課
長

2016/6/1 7年 2023/5/31 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2015年度 資産 特許 27支出決定決議書　特許②
財務部経理・資産管理課
長

2016/6/1 7年 2023/5/31 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2015年度 資産 特許 27支出決定決議書　特許③
財務部経理・資産管理課
長

2016/6/1 7年 2023/5/31 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2015年度 資産 特許 27支出決定決議書　特許④
財務部経理・資産管理課
長

2016/6/1 7年 2023/5/31 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2015年度 資産 特許 27支出決定決議書　特許⑤
財務部経理・資産管理課
長

2016/6/1 7年 2023/5/31 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2015年度 資産 特許 27支出決定決議書　特許⑥
財務部経理・資産管理課
長

2016/6/1 7年 2023/5/31 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2015年度 資産 特許 27支出決定決議書　特許⑦
財務部経理・資産管理課
長

2016/6/1 7年 2023/5/31 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2015年度 資産 特許 27支出決定決議書　特許⑧
財務部経理・資産管理課
長

2016/6/1 7年 2023/5/31 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2015年度 資産 特許 27支出決定決議書　特許⑨
財務部経理・資産管理課
長

2016/6/1 7年 2023/5/31 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2015年度 資産 特許 27支出決定決議書　特許⑩
財務部経理・資産管理課
長

2016/6/1 7年 2023/5/31 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2015年度 資産 特許 27支出決定決議書　特許⑪
財務部経理・資産管理課
長

2016/6/1 7年 2023/5/31 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2015年度 資産 特許 27支出決定決議書　特許⑫
財務部経理・資産管理課
長

2016/6/1 7年 2023/5/31 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2015年度 資産 特許 27支出決定決議書　特許収入配分金
財務部経理・資産管理課
長

2016/6/1 7年 2023/5/31 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2015年度 資産 その他 27資産管理票
財務部経理・資産管理課
長

2016/6/1 7年 2023/5/31 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2015年度 資産 不動産貸借 27収入決定決議書①
財務部経理・資産管理課
長

2016/6/1 7年 2023/5/31 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2015年度 資産 不動産貸借 27収入決定決議書②
財務部経理・資産管理課
長

2016/6/1 7年 2023/5/31 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2015年度 資産 不動産貸借 27収入決定決議書③
財務部経理・資産管理課
長

2016/6/1 7年 2023/5/31 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2015年度 資産 不動産貸借 27収入決定決議書④
財務部経理・資産管理課
長

2016/6/1 7年 2023/5/31 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2015年度 資産 不動産貸借 27収入決定決議書⑤
財務部経理・資産管理課
長

2016/6/1 7年 2023/5/31 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2015年度 資産 不動産貸借 27収入決定決議書⑥
財務部経理・資産管理課
長

2016/6/1 7年 2023/5/31 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2015年度 資産 不動産貸借 27収入決定決議書⑦
財務部経理・資産管理課
長

2016/6/1 7年 2023/5/31 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2015年度 資産 不動産貸借 27収入決定決議書⑧
財務部経理・資産管理課
長

2016/6/1 7年 2023/5/31 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄
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2015年度 資産 不動産管理 27除却・減損　綴　（建物　構築物等）①
財務部経理・資産管理課
長

2016/4/1 10年 2026/3/31 紙
施設管理部資産
課事務室

施設管理部資産課長 廃棄

2015年度 資産 不動産管理 27除却・減損　綴　（建物　構築物等）②
財務部経理・資産管理課
長

2016/4/1 10年 2026/3/31 紙
施設管理部資産
課事務室

施設管理部資産課長 廃棄

2015年度 資産 不動産貸借 27短期貸付承認申請書①（講義室）
財務部経理・資産管理課
長

2016/4/1 5年 2021/3/31 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2015年度 資産 不動産貸借 27短期貸付承認申請書②（講義室）
財務部経理・資産管理課
長

2016/4/1 5年 2021/3/31 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2015年度 資産 不動産貸借 27短期貸付承認申請書③（講義室）
財務部経理・資産管理課
長

2016/4/1 5年 2021/3/31 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2015年度 資産 不動産貸借 27短期貸付承認申請書④（講義室）
財務部経理・資産管理課
長

2016/4/1 5年 2021/3/31 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2015年度 資産 不動産貸借 27短期貸付承認申請書⑤（講義室）
財務部経理・資産管理課
長

2016/4/1 5年 2021/3/31 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2015年度 資産 不動産貸借 27短期貸付承認申請書⑥（講義室）
財務部経理・資産管理課
長

2016/4/1 5年 2021/3/31 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2015年度 資産 不動産貸借 27短期貸付承認申請書⑦（講義室）
財務部経理・資産管理課
長

2016/4/1 5年 2021/3/31 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2015年度 資産 不動産貸借 27短期貸付承認申請書⑧（講義室）
財務部経理・資産管理課
長

2016/4/1 5年 2021/3/31 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2015年度 資産 物品管理 財産亡失等報告書　平成27年度～
財務部経理・資産管理課
長

未定 10年 - 紙
施設管理部資産
課事務室

施設管理部資産課長 廃棄

2015年度 資産 不動産管理 抵当権設定の登記関係　（平成２７年度～）
財務部経理・資産管理課
長

未定 永年 - 紙
施設管理部資産
課事務室

施設管理部資産課長 廃棄

2015年度 資産 特許 平成２７～　年度特許契約書（写）　（社会連携課）
財務部経理・資産管理課
長

未定 7年 - 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2015年度 資産 不動産貸借 平成27～28年度　収入実績（見込）額調書　予算Ｇ提出
財務部経理・資産管理課
長

2017/4/1 5年 2022/3/31 紙
施設管理部資産
課事務室

施設管理部資産課長 廃棄

2015年度 資産 不動産管理
平成２７～２９年度工事用地・仮設物設置許可（施設管理
部）

財務部経理・資産管理課
長

2018/4/1 5年 2023/3/31 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2015年度 資産 不動産貸借 領収証明　（平成２７年度～２８年度）
財務部経理・資産管理課
長

未定
7年2カ

月
- 紙

2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2015年度 資産 不動産貸借 27豊田講堂使用許可申請書･許可書
財務部経理・資産管理課
長

2016/4/1 5年 2021/3/31 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2015年度 寄宿舎管理 寮 平成27年度 原符 1/3
教育推進部学生支援課
長

2016/4/1 10年 2026/3/31 紙
レジデンス東山
事務室隣書庫

施設管理部資産課長 廃棄

2015年度 寄宿舎管理 寮 平成27年度 原符 2/3
教育推進部学生支援課
長

2016/4/1 10年 2026/3/31 紙
レジデンス東山
事務室隣書庫

施設管理部資産課長 廃棄

2015年度 寄宿舎管理 寮 平成27年度 原符 3/3
教育推進部学生支援課
長

2016/4/1 10年 2026/3/31 紙
レジデンス東山
事務室隣書庫

施設管理部資産課長 廃棄

2015年度 寄宿舎管理 寮 平成27年度 国際嚶鳴館預金
教育推進部学生支援課
長

2016/4/1 10年 2026/3/31 紙
レジデンス東山
事務室隣書庫

施設管理部資産課長 廃棄

2016年度 資産 宿舎管理 28　鍵の受渡簿（名大宿舎）
財務部経理・資産管理課
長

2017/6/1 7年 2024/5/31 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2016年度 資産 宿舎管理 28　宿舎入居希望調書
財務部経理・資産管理課
長

2017/6/1 7年 2024/5/31 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2016年度 資産 宿舎管理
28　宿舎貸与申請書　自動車保管場所貸与申請書
　　　・変更届出書　宿舎居住証明書

財務部経理・資産管理課
長

2017/6/1 7年 2024/5/31 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2016年度 資産 宿舎管理 28　宿舎料異動報告書
財務部経理・資産管理課
長

2017/6/1 7年 2024/5/31 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2016年度 資産 宿舎管理 28　発注書（宿舎）
財務部経理・資産管理課
長

2017/6/1 7年 2024/5/31 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2016年度 資産 宿舎管理
28　宿舎使用及び物件使用料の改定　使用許可・使用賃
貸契約

財務部経理・資産管理課
長

2017/6/1 7年 2024/5/31 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2016年度 資産 宿舎管理
28　退去届（名大・その他宿舎）　宿舎料返還請求書・辞
退書　明渡猶予申請書・損害賠償軽減申請書

財務部経理・資産管理課
長

2017/6/1 7年 2024/5/31 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2016年度 資産 不動産貸借 28NICE利用申請書
財務部経理・資産管理課
長

2017/4/1 5年 2022/3/31 紙
施設管理部資産
課事務室

施設管理部資産課長 廃棄

2016年度 資産 国大協保険 28国大協保険関係
財務部経理・資産管理課
長

2017/4/1 10年 2027/3/31 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2016年度 資産 宿舎管理 28自主点検票（名大宿舎）
財務部経理・資産管理課
長

2017/6/1 7年 2024/5/31 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2016年度 資産 宿舎管理
28収入決定決議書（宿舎等）
　　ﾊﾞｰﾁｬﾙ口座・未入金一覧表・維持管理費(愛教大･名

財務部経理・資産管理課
長

2017/6/1 7年 2024/5/31 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 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

備考

2016年度 資産 宿舎管理 28宿舎業務日誌
財務部経理・資産管理課
長

2017/6/1 7年 2024/5/31 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2016年度 資産 宿舎管理 28宿舎工事完了届①
財務部経理・資産管理課
長

2017/6/1 7年 2024/5/31 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2016年度 資産 宿舎管理 28宿舎工事完了届②
財務部経理・資産管理課
長

2017/6/1 7年 2024/5/31 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2016年度 資産 宿舎管理
28宿舎模様替等届出申請書　 不在・長期不在承認申請
書

財務部経理・資産管理課
長

2017/6/1 7年 2024/5/31 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2016年度 資産 不動産貸借 28長期貸付契約伺①（東山有償）
財務部経理・資産管理課
長

未定
貸付・借
入終了

- 紙
施設管理部資産
課事務室

施設管理部資産課長 廃棄

2016年度 資産 不動産貸借 28長期貸付契約伺②（無償・附属病院・大幸）
財務部経理・資産管理課
長

未定
貸付・借
入終了

- 紙
施設管理部資産
課事務室

施設管理部資産課長 廃棄

2016年度 資産 不動産貸借 28長期貸付契約伺③（東山有償）
財務部経理・資産管理課
長

未定
貸付・借
入終了

- 紙
施設管理部資産
課事務室

施設管理部資産課長 廃棄

2016年度 資産 不動産貸借
28長期借入契約伺①（事務局・理学部・工学部・農学部・
COI・研究所）

財務部経理・資産管理課
長

未定
貸付・借
入終了

- 紙
施設管理部資産
課事務室

施設管理部資産課長 廃棄

2016年度 資産 不動産貸借 28長期借入契約伺②（環境学研究科）
財務部経理・資産管理課
長

未定
貸付・借
入終了

- 紙
施設管理部資産
課事務室

施設管理部資産課長 廃棄

2016年度 資産 その他 28発注書
財務部経理・資産管理課
長

2017/6/1 7年 2024/5/31 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2016年度 資産 その他 28会計検査　（一般・特別調書）
財務部経理・資産管理課
長

2017/4/1 10年 2027/3/31 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2016年度 資産 宿舎管理 28簡易水道維持点検等
財務部経理・資産管理課
長

2017/6/1 7年 2024/5/31 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2016年度 資産 不動産管理 28光熱水料経費区分
財務部経理・資産管理課
長

2017/4/1 10年 2027/3/31 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2016年度 資産 特許 28支出決定決議書　特許①
財務部経理・資産管理課
長

2017/6/1 7年 2024/5/31 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2016年度 資産 特許 28支出決定決議書　特許②
財務部経理・資産管理課
長

2017/6/1 7年 2024/5/31 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2016年度 資産 特許 28支出決定決議書　特許③
財務部経理・資産管理課
長

2017/6/1 7年 2024/5/31 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2016年度 資産 特許 28支出決定決議書　特許④
財務部経理・資産管理課
長

2017/6/1 7年 2024/5/31 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2016年度 資産 特許 28支出決定決議書　特許⑤
財務部経理・資産管理課
長

2017/6/1 7年 2024/5/31 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2016年度 資産 特許 28支出決定決議書　特許⑥
財務部経理・資産管理課
長

2017/6/1 7年 2024/5/31 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2016年度 資産 特許 28支出決定決議書　特許⑦
財務部経理・資産管理課
長

2017/6/1 7年 2024/5/31 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2016年度 資産 特許 28支出決定決議書　特許⑧
財務部経理・資産管理課
長

2017/6/1 7年 2024/5/31 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2016年度 資産 特許 28支出決定決議書　特許⑨
財務部経理・資産管理課
長

2017/6/1 7年 2024/5/31 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2016年度 資産 特許 28支出決定決議書　特許収入配分金
財務部経理・資産管理課
長

2017/6/1 7年 2024/5/31 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2016年度 資産 不動産貸借 28収入決定決議書①
財務部経理・資産管理課
長

2017/6/1 7年 2024/5/31 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2016年度 資産 不動産管理 28除却・減損　綴　（建物　構築物等）①
財務部経理・資産管理課
長

2017/4/1 10年 2027/3/31 紙
施設管理部資産
課事務室

施設管理部資産課長 廃棄

2016年度 資産 不動産貸借 ＮＩＣカフェ
財務部経理・資産管理課
長

未定
貸付・借
入終了

- 紙
施設管理部資産
課事務室

施設管理部資産課長 廃棄

2016年度 資産 不動産貸借 28短期貸付承認申請書①（講義室）
財務部経理・資産管理課
長

2017/4/1 5年 2022/3/31 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2016年度 資産 不動産貸借 28短期貸付承認申請書②（講義室）
財務部経理・資産管理課
長

2017/4/1 5年 2022/3/31 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2016年度 資産 不動産貸借 28短期貸付承認申請書③（講義室）
財務部経理・資産管理課
長

2017/4/1 5年 2022/3/31 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2016年度 資産 不動産貸借 28短期貸付承認申請書④（講義室）
財務部経理・資産管理課
長

2017/4/1 5年 2022/3/31 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2016年度 資産 不動産貸借 28短期貸付承認申請書⑤（講義室）
財務部経理・資産管理課
長

2017/4/1 5年 2022/3/31 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2016年度 資産 不動産貸借 28短期貸付承認申請書⑥（講義室）
財務部経理・資産管理課
長

2017/4/1 5年 2022/3/31 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄
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2016年度 資産 不動産貸借 28短期貸付承認申請書⑦（講義室）
財務部経理・資産管理課
長

2017/4/1 5年 2022/3/31 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2016年度 資産 不動産貸借 28短期貸付承認申請書⑧（講義室）
財務部経理・資産管理課
長

2017/4/1 5年 2022/3/31 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2016年度 資産 不動産貸借 28豊田講堂　使用許可申請書（課外活動用）
財務部経理・資産管理課
長

2017/4/1 5年 2022/3/31 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2016年度 資産 不動産貸借 28豊田講堂　使用許可申請書（無料分）
財務部経理・資産管理課
長

2017/4/1 5年 2022/3/31 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2016年度 資産 不動産貸借 28緊急時避難誘導体制届　豊田講堂・野依
財務部経理・資産管理課
長

2017/4/1 5年 2022/3/31 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2016年度 資産 不動産貸借 28窓口現金収納
財務部経理・資産管理課
長

2017/6/1 7年 2024/5/31 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2015年度 資産 不動産貸借 27野依記念学術交流館許可申請書
財務部経理・資産管理課
長

2016/4/1 5年 2021/3/31 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2016年度 資産 不動産貸借 28豊田講堂使用許可申請書･許可書
財務部経理・資産管理課
長

2017/4/1 5年 2022/3/31 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2016年度 資産 不動産貸借 28振替伝票・債権計上票①
財務部経理・資産管理課
長

2017/6/1 7年 2024/5/31 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2016年度 資産 不動産貸借 28振替伝票・債権計上票②
財務部経理・資産管理課
長

2017/6/1 7年 2024/5/31 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2016年度 資産 不動産貸借 28振替伝票・債権計上票③
財務部経理・資産管理課
長

2017/6/1 7年 2024/5/31 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2016年度 資産 不動産貸借 28振替伝票・債権計上票④
財務部経理・資産管理課
長

2017/6/1 7年 2024/5/31 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2016年度 資産 不動産貸借 28振替伝票・債権計上票⑤
財務部経理・資産管理課
長

2017/6/1 7年 2024/5/31 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2016年度 資産 不動産貸借 28振替伝票・債権計上票⑥
財務部経理・資産管理課
長

2017/6/1 7年 2024/5/31 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2016年度 資産 不動産貸借 28振替伝票・債権計上票⑦
財務部経理・資産管理課
長

2017/6/1 7年 2024/5/31 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2016年度 資産 その他 平成28～29年度たな卸資産の報告
財務部経理・資産管理課
長

2018/4/1 10年 2028/3/31 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2016年度 資産 不動産管理 28決算関係（通知・機会費用・賃貸等不動産など）
財務部経理・資産管理課
長

2017/4/1 10年 2027/3/31 紙
施設管理部資産
課事務室

施設管理部資産課長 廃棄

2016年度 資産 不動産貸借 28振替伝票・債権計上票⑧
財務部経理・資産管理課
長

2017/6/1 7年 2024/5/31 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2016年度 資産 不動産貸借 28野依記念学術交流館許可申請書
財務部経理・資産管理課
長

2017/4/1 5年 2022/3/31 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2016年度 資産 不動産貸借 28短期貸付承認申請書⑨（講義室）
財務部経理・資産管理課
長

2017/4/1 5年 2022/3/31 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2016年度 資産 物品管理 28固定資産　寄附・譲渡・譲受・除却①
財務部経理・資産管理課
長

2017/4/1 10年 2027/3/31 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2016年度 資産 物品管理 28固定資産　寄附・譲渡・譲受・除却②
財務部経理・資産管理課
長

2017/4/1 10年 2027/3/31 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2016年度 資産 物品管理 28固定資産等監査（固定資産等現物照合含む）
財務部経理・資産管理課
長

2017/4/1 10年 2027/3/31 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2013年度 資産 不動産管理 平成24～25年度　豊川キャンパス関係綴
財務部経理・資産管理課
長

2014/4/1 永年 - 紙
施設管理部資産
課事務室

施設管理部資産課長 廃棄

2014年度 資産 不動産管理 平成26～27年度　豊川キャンパス関係綴
財務部経理・資産管理課
長

2015/4/1 永年 - 紙
施設管理部資産
課事務室

施設管理部資産課長 廃棄

2016年度 資産 不動産管理 平成28年度～　豊川キャンパス関係綴
財務部経理・資産管理課
長

2017/4/1 永年 - 紙
施設管理部資産
課事務室

施設管理部資産課長 廃棄

2016年度 資産 不動産管理 28減損対象資産調査①
財務部経理・資産管理課
長

2017/4/1 10年 2027/3/31 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2011年度 資産 不動産管理 平成23年度　豊川キャンパス関係綴
財務部経理・資産管理課
長

2012/4/1 永年 - 紙
施設管理部資産
課事務室

施設管理部資産課長 廃棄

2016年度 資産 不動産管理 蓼科関係綴
財務部経理・資産管理課
長

2017/4/1 永年 - 紙
施設管理部資産
課事務室

施設管理部資産課長 廃棄

2016年度 寄宿舎管理 寮 平成28年度 原符 1/2
教育推進部学生支援課
長

2017/4/1 10年 2027/3/31 紙
レジデンス東山
事務室隣書庫

施設管理部資産課長 廃棄

2016年度 寄宿舎管理 寮 平成28年度 原符 2/2
教育推進部学生支援課
長

2017/4/1 10年 2027/3/31 紙
レジデンス東山
事務室隣書庫

施設管理部資産課長 廃棄

2016年度 寄宿舎管理 寮
平成28年度 現金出納帳（現金受渡帳） 国際嚶鳴館寄宿
料

企画･学務部学生支援課
長

2012/4/1 10年 2022/3/31 紙
レジデンス東山
事務室内

施設管理部資産課長 廃棄
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2016年度 寄宿舎管理 寮
平成28年度 現金出納帳（現金受渡帳） 国際嚶鳴館施設
利用費

企画･学務部学生支援課
長

2013/4/1 10年 2023/3/31 紙
レジデンス東山
事務室内

施設管理部資産課長 廃棄

2016年度 寄宿舎管理 寮 平成28年度 預り金（国際嚶鳴館電気代）
教育推進部学生支援課
長

2017/4/1 10年 2027/3/31 紙
レジデンス東山
事務室隣書庫

施設管理部資産課長 廃棄

2017年度 資産 不動産貸借 領収証明　(平成29年度～　　年度)
財務部経理・資産管理課
長

未定
7年2カ

月
- 紙

施設管理部資産
課事務室

施設管理部資産課長 廃棄

2017年度 資産 不動産貸借
平成２９～年度（借入契約）名古屋市　地下管路（ケーブ
ル）の有料化（支払）

財務部経理・資産管理課
長

未定
貸付・借
入終了

- 紙
施設管理部資産
課事務室

施設管理部資産課長 廃棄

2017年度 資産 その他 29発注書
財務部経理・資産管理課
長

2018/6/1 7年 2025/5/31 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2017年度 資産 宿舎管理 29　鍵の受渡簿（名大宿舎）
財務部経理・資産管理課
長

2017/4/1 7年 2025/3/31 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2017年度 資産 宿舎管理 29　宿舎入居希望調書
財務部経理・資産管理課
長

2017/4/1 7年 2025/3/31 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2017年度 資産 宿舎管理
29　宿舎貸与申請書　自動車保管場所貸与申請書
　　　・変更届出書　宿舎居住証明書

財務部経理・資産管理課
長

2017/4/1 7年 2025/3/31 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2017年度 資産 宿舎管理 29　宿舎料異動報告書
財務部経理・資産管理課
長

2017/4/1 7年 2025/3/31 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2017年度 資産 宿舎管理
29　宿舎使用及び物件使用料の改定　使用許可・使用賃
貸契約

財務部経理・資産管理課
長

2017/4/1 7年 2025/3/31 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2017年度 資産 宿舎管理
29　退去届（名大・その他宿舎）　宿舎料返還請求書・辞
退書　明渡猶予申請書・損害賠償軽減申請書

財務部経理・資産管理課
長

2017/4/1 7年 2025/3/31 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2017年度 資産 宿舎管理
29収入決定決議書（宿舎等）
　　ﾊﾞｰﾁｬﾙ口座・未入金一覧表・維持管理費(愛教大･名

財務部経理・資産管理課
長

2017/4/1 7年 2025/3/31 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2017年度 資産 宿舎管理
29宿舎模様替等届出申請書　 不在・長期不在承認申請
書

財務部経理・資産管理課
長

2017/4/1 7年 2025/3/31 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2016年度 資産 特許 28支出決定決議書　特許⑩
財務部経理・資産管理課
長

2017/6/1 7年 2024/5/31 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2016年度 資産 特許 28支出決定決議書　特許⑪
財務部経理・資産管理課
長

2017/6/1 7年 2024/5/31 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2016年度 資産 不動産管理 28減損対象資産調査②
財務部経理・資産管理課
長

2017/4/1 10年 2027/3/31 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2016年度 資産 不動産管理 28除却・減損　綴　（建物　構築物等）②
財務部経理・資産管理課
長

2017/4/1 10年 2027/3/31 紙
施設管理部資産
課事務室

施設管理部資産課長 廃棄

2015年度 資産 不動産管理 平成２７年度～　名大プロフィール
財務部経理・資産管理課
長

2016/4/1 10年 2026/3/31 紙
施設管理部資産
課事務室

施設管理部資産課長 廃棄

2015年度 資産 宿舎管理 27宿舎工事完了届③
財務部経理・資産管理課
長

2016/6/1 7年 2023/5/31 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2015年度 資産 宿舎管理 27宿舎工事完了届④
財務部経理・資産管理課
長

2016/6/1 7年 2023/5/31 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2017年度 資産 不動産貸借 29長期貸付契約伺①（東山有償）
財務部経理・資産管理課
長

未定
貸付・借
入終了

- 紙
施設管理部資産
課事務室

施設管理部資産課長 廃棄

2017年度 資産 不動産貸借 29長期貸付契約伺②（無償・附属病院・大幸）
財務部経理・資産管理課
長

未定
貸付・借
入終了

- 紙
施設管理部資産
課事務室

施設管理部資産課長 廃棄

2017年度 資産 不動産貸借
29長期借入契約伺①（事務局・理学部・工学部・農学部・
COI・研究所）

財務部経理・資産管理課
長

未定
貸付・借
入終了

- 紙
施設管理部資産
課事務室

施設管理部資産課長 廃棄

2017年度 資産 不動産貸借 29長期借入契約伺②（環境学研究科）
財務部経理・資産管理課
長

未定
貸付・借
入終了

- 紙
施設管理部資産
課事務室

施設管理部資産課長 廃棄

2015年度 資産 不動産貸借 稲武演習林　契約関係
財務部経理・資産管理課
長

未定
貸付・借
入終了

- 紙
施設管理部資産
課事務室

施設管理部資産課長 廃棄

2017年度 資産 不動産貸借 29短期貸付承認申請書①（講義室）
財務部経理・資産管理課
長

2018/4/1 5年 2023/3/31 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2017年度 資産 不動産貸借 29短期貸付承認申請書②（講義室）
財務部経理・資産管理課
長

2018/4/1 5年 2023/3/31 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2017年度 資産 不動産貸借 29短期貸付承認申請書③（講義室）
財務部経理・資産管理課
長

2018/4/1 5年 2023/3/31 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2017年度 資産 不動産貸借 29短期貸付承認申請書④（講義室）
財務部経理・資産管理課
長

2018/4/1 5年 2023/3/31 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2017年度 資産 不動産貸借 29短期貸付承認申請書⑤（講義室）
財務部経理・資産管理課
長

2018/4/1 5年 2023/3/31 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2017年度 資産 不動産貸借 29短期貸付承認申請書⑥（講義室）
財務部経理・資産管理課
長

2018/4/1 5年 2023/3/31 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2017年度 資産 不動産貸借 29短期貸付承認申請書⑦（講義室）
財務部経理・資産管理課
長

2018/4/1 5年 2023/3/31 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄
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2017年度 資産 不動産貸借 29豊田講堂　使用許可申請書（課外活動用）
財務部経理・資産管理課
長

2018/4/1 5年 2023/3/31 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2017年度 資産 不動産貸借 29豊田講堂　使用許可申請書（無料分）
財務部経理・資産管理課
長

2018/4/1 5年 2023/3/31 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2017年度 資産 不動産貸借 29緊急時避難誘導体制届　豊田講堂・野依
財務部経理・資産管理課
長

2018/4/1 5年 2023/3/31 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2017年度 資産 不動産貸借 29振替伝票・債権計上票①
財務部経理・資産管理課
長

2018/6/1 7年 2025/5/31 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2017年度 資産 不動産貸借 29振替伝票・債権計上票②
財務部経理・資産管理課
長

2018/6/1 7年 2025/5/31 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2017年度 資産 不動産貸借 29振替伝票・債権計上票③
財務部経理・資産管理課
長

2018/6/1 7年 2025/5/31 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2017年度 資産 不動産貸借 29振替伝票・債権計上票④
財務部経理・資産管理課
長

2018/6/1 7年 2025/5/31 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2017年度 資産 不動産貸借 29振替伝票・債権計上票⑤
財務部経理・資産管理課
長

2018/6/1 7年 2025/5/31 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2017年度 資産 不動産貸借 29振替伝票・債権計上票⑥
財務部経理・資産管理課
長

2018/6/1 7年 2025/5/31 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2017年度 資産 不動産貸借 29振替伝票・債権計上票⑦
財務部経理・資産管理課
長

2018/6/1 7年 2025/5/31 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2017年度 資産 不動産貸借 29振替伝票・債権計上票⑧
財務部経理・資産管理課
長

2018/6/1 7年 2025/5/31 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2017年度 資産 不動産貸借 29振替伝票・債権計上票⑨
財務部経理・資産管理課
長

2018/6/1 7年 2025/5/31 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2017年度 資産 不動産貸借 29豊田講堂使用許可申請書･許可書
財務部経理・資産管理課
長

2018/4/1 5年 2023/3/31 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2017年度 資産 不動産貸借 29野依記念学術交流館許可申請書
財務部経理・資産管理課
長

2018/4/1 5年 2023/3/31 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2017年度 資産 不動産貸借 29長期貸付契約伺③（東山有償）
財務部経理・資産管理課
長

未定
貸付・借
入終了

- 紙
施設管理部資産
課事務室

施設管理部資産課長 廃棄

2017年度 資産 不動産管理 29除却・減損　綴　（建物　構築物等）
財務部経理・資産管理課
長

2018/4/1 10年 2028/3/31 紙
施設管理部資産
課事務室

施設管理部資産課長 廃棄

2017年度 資産 特許 29支出決定決議書　特許収入配分金
財務部経理・資産管理課
長

2018/6/1 7年 2025/5/31 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2017年度 資産 特許 29支出決定決議書　特許①
財務部経理・資産管理課
長

2018/6/1 7年 2025/5/31 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2017年度 資産 特許 29支出決定決議書　特許②
財務部経理・資産管理課
長

2018/6/1 7年 2025/5/31 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2017年度 資産 特許 29支出決定決議書　特許③
財務部経理・資産管理課
長

2018/6/1 7年 2025/5/31 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2017年度 資産 特許 29支出決定決議書　特許④
財務部経理・資産管理課
長

2018/6/1 7年 2025/5/31 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2017年度 資産 特許 29支出決定決議書　特許⑤
財務部経理・資産管理課
長

2018/6/1 7年 2025/5/31 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2017年度 資産 特許 29支出決定決議書　特許⑥
財務部経理・資産管理課
長

2018/6/1 7年 2025/5/31 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2017年度 資産 国大協保険 29国大協保険関係
財務部経理・資産管理課
長

2018/4/1 10年 2028/3/31 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2017年度 資産 国大協保険 29国大協保険関係（研修資料）
財務部経理・資産管理課
長

2018/4/1 10年 2028/3/31 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2017年度 資産 不動産管理 29減損対象資産調査
財務部経理・資産管理課
長

2018/4/1 10年 2028/3/31 紙
施設管理部資産
課事務室

施設管理部資産課長 廃棄

2017年度 資産 不動産管理 29光熱水料経費区分
財務部経理・資産管理課
長

2018/4/1 10年 2028/3/31 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2017年度 資産 不動産管理 29決算関係（通知・機会費用・賃貸等不動産など）
財務部経理・資産管理課
長

2018/4/1 10年 2028/3/31 紙
施設管理部資産
課事務室

施設管理部資産課長 廃棄

2017年度 資産 不動産貸借 平成29～年度　収入実績（見込）額調書　予算Ｇ提出
財務部経理・資産管理課
長

未定 5年 - 紙
施設管理部資産
課事務室

施設管理部資産課長 廃棄

2017年度 資産 不動産管理 平成29～年度固定資産税関係
財務部経理・資産管理課
長

未定
7年2ヶ

月
- 紙

施設管理部資産
課事務室

施設管理部資産課長 廃棄

2017年度 資産 その他 29会計検査　（一般・特別調書）
財務部経理・資産管理課
長

2018/4/1 10年 2028/3/31 紙
施設管理部資産
課事務室

施設管理部資産課長 廃棄

2017年度 資産 物品管理 29固定資産等監査（固定資産等現物照合含む）
財務部経理・資産管理課
長

2018/4/1 10年 2028/3/31 紙
施設管理部資産
課事務室

施設管理部資産課長 廃棄
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2017年度 資産 物品管理 29固定資産　寄附・譲渡・譲受・除却
財務部経理・資産管理課
長

2018/4/1 10年 2028/3/31 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2017年度 資産 宿舎管理 29宿舎工事完了届①
財務部経理・資産管理課
長

2018/6/1 7年 2025/5/31 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2017年度 資産 宿舎管理 29宿舎工事完了届②
財務部経理・資産管理課
長

2018/6/1 7年 2025/5/31 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2017年度 資産 宿舎管理 29宿舎工事完了届③
財務部経理・資産管理課
長

2018/6/1 7年 2025/5/31 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2017年度 資産 宿舎管理 29簡易水道維持点検等
財務部経理・資産管理課
長

2018/6/1 7年 2025/5/31 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2017年度 資産 宿舎管理 29宿舎業務日誌
財務部経理・資産管理課
長

2018/6/1 7年 2025/5/31 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2017年度 資産 その他 平成２９年度～　中期計画　綴
財務部経理・資産管理課
長

2018/4/1 10年 2028/3/31 紙
施設管理部資産
課事務室

施設管理部資産課長 廃棄

2017年度 資産 不動産管理
ジェンダー・リサーチ・ライブラリ（GRL）寄附関係・有限会
社ブランパン貸付関係

財務部経理・資産管理課
長

2018/4/1 永年 - 紙
施設管理部資産
課事務室

施設管理部資産課長 廃棄

2017年度 寄宿舎管理 宿舎 平成29年度 ｸﾚｼﾞｯﾄｶｰﾄﾞ売上票加盟店控綴
教育推進部基盤運営課
長

2018/4/1 7年 2025/3/31 紙
レジデンス東山
事務室内

施設管理部資産課長 廃棄

2017年度 寄宿舎管理 宿舎 平成29年度 ﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ寄宿料・貸付料明細
教育推進部基盤運営課
長

2018/4/1 7年 2025/3/31 紙
レジデンス東山
事務室内

施設管理部資産課長 廃棄

2017年度 寄宿舎管理 宿舎 平成29年度 館費支出伺・計算書　ﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ東山
教育推進部基盤運営課
長

2018/4/1 7年 2025/3/31 紙
レジデンス東山
事務室内

施設管理部資産課長 廃棄

2017年度 寄宿舎管理 宿舎 平成29年度 館費支出伺・計算書　留学生会館
教育推進部基盤運営課
長

2018/4/1 7年 2025/3/31 紙
レジデンス東山
事務室内

施設管理部資産課長 廃棄

2017年度 寄宿舎管理 宿舎 平成29年度 館費他領収書綴
教育推進部基盤運営課
長

2018/6/1 7年 2025/5/31 紙
レジデンス東山
事務室内

施設管理部資産課長 廃棄

2017年度 寄宿舎管理 寮（嚶鳴館） 平成29年度 機械警備結果報告書
教育推進部基盤運営課
長

2018/4/1 3年 2021/3/31 紙
レジデンス東山
事務室内

施設管理部資産課長 廃棄

2017年度 寄宿舎管理 寮（嚶鳴館） 平成29年度 原符 1/2
教育推進部基盤運営課
長

2018/4/1 10年 2028/3/31 紙
レジデンス東山
事務室内

施設管理部資産課長 廃棄

2017年度 寄宿舎管理 寮（嚶鳴館） 平成29年度 原符 2/2
教育推進部基盤運営課
長

2018/4/1 10年 2028/3/31 紙
レジデンス東山
事務室内

施設管理部資産課長 廃棄

2017年度 寄宿舎管理 宿舎 平成29年度 現金出納帳
教育推進部基盤運営課
長

2018/4/1 5年 2023/3/31 紙
レジデンス東山
事務室内

施設管理部資産課長 廃棄

2017年度 寄宿舎管理 寮（嚶鳴館）
平成29年度 現金出納帳（現金受渡帳） 国際嚶鳴館寄宿
料

教育推進部基盤運営課
長

2018/4/1 10年 2028/3/31 紙
レジデンス東山
事務室内

施設管理部資産課長 廃棄

2017年度 寄宿舎管理 寮（嚶鳴館）
平成29年度 現金出納帳（現金受渡帳） 国際嚶鳴館施設
利用費

教育推進部基盤運営課
長

2018/4/1 10年 2028/3/31 紙
レジデンス東山
事務室内

施設管理部資産課長 廃棄

2017年度 寄宿舎管理 寮（嚶鳴館） 平成29年度 国際嚶鳴館寄宿料等収入
教育推進部基盤運営課
長

2018/4/1 3年 2021/3/31 紙
レジデンス東山
事務室内

施設管理部資産課長 廃棄

2017年度 寄宿舎管理 寮（嚶鳴館） 平成29年度 国際嚶鳴館共益費
教育推進部基盤運営課
長

2018/4/1 3年 2021/3/31 紙
レジデンス東山
事務室内

施設管理部資産課長 廃棄

2017年度 寄宿舎管理 寮（嚶鳴館） 平成29年度 国際嚶鳴館清掃作業報告書
教育推進部基盤運営課
長

2018/4/1 3年 2021/3/31 紙
レジデンス東山
事務室内

施設管理部資産課長 廃棄

2017年度 寄宿舎管理 寮（嚶鳴館） 平成29年度 国際嚶鳴館電気料
教育推進部基盤運営課
長

2018/4/1 3年 2021/3/31 紙
レジデンス東山
事務室内

施設管理部資産課長 廃棄

2017年度 寄宿舎管理 宿舎 平成29年度 退去届
教育推進部基盤運営課
長

2018/4/1 7年 2025/3/31 紙
レジデンス東山
事務室内

施設管理部資産課長 廃棄

2017年度 寄宿舎管理 宿舎 平成29年度 釣銭準備金保管簿
教育推進部基盤運営課
長

2018/4/1 5年 2023/3/31 紙
レジデンス東山
事務室内

施設管理部資産課長 廃棄

2017年度 寄宿舎管理 宿舎 平成29年度 入居届・誓約書
教育推進部基盤運営課
長

2018/4/1 7年 2025/5/31 紙
レジデンス東山
事務室内

施設管理部資産課長 廃棄

2017年度 寄宿舎管理 寮（嚶鳴館） 平成29年度 夜間管理業務報告書
教育推進部基盤運営課
長

2018/4/1 3年 2021/3/31 紙
レジデンス東山
事務室内

施設管理部資産課長 廃棄

2017年度 寄宿舎管理 寮（嚶鳴館） 平成29年度 預り金（国際嚶鳴館電気代）
教育推進部基盤運営課
長

2018/4/1 10年 2028/3/31 紙
レジデンス東山
事務室内

施設管理部資産課長 廃棄

2017年度 寄宿舎管理 宿舎 平成29年度 預り金金銭出納帳
教育推進部基盤運営課
長

2018/4/1 5年 2023/3/31 紙
レジデンス東山
事務室内

施設管理部資産課長 廃棄

2017年度 寄宿舎管理 宿舎 平成29年度 預り金明細
教育推進部基盤運営課
長

2018/4/1 7年 2025/3/31 紙
レジデンス東山
事務室内

施設管理部資産課長 廃棄

2017年度 寄宿舎管理 宿舎 平成29年度 領収書控綴
教育推進部基盤運営課
長

2018/6/1 7年 2025/5/31 紙
レジデンス東山
事務室内

施設管理部資産課長 廃棄

2017年度 寄宿舎管理 宿舎 平成29年度 領収証書受払簿
教育推進部基盤運営課
長

2018/4/1 5年 2023/3/31 紙
レジデンス東山
事務室内

施設管理部資産課長 廃棄
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2018年度 資産 不動産管理 平成３０～年度工事用地・仮設物設置許可（施設管理部）
財務部経理・資産管理課
長

未定 5年 - 紙
施設管理部資産
課事務室

施設管理部資産課長 廃棄

2018年度 資産 不動産貸借 平成30～年度　債務計上票
財務部経理・資産管理課
長

未定
7年2カ

月
- 紙

施設管理部資産
課事務室

施設管理部資産課長 廃棄

2018年度 資産 不動産貸借 30短期貸付承認申請書①（講義室）
財務部経理・資産管理課
長

2019/4/1 5年 2024/3/31 紙
施設管理部資産
課事務室

施設管理部資産課長 廃棄

2018年度 資産 不動産貸借 30短期貸付承認申請書②（講義室）
財務部経理・資産管理課
長

2019/4/1 5年 2024/3/31 紙
施設管理部資産
課事務室

施設管理部資産課長 廃棄

2018年度 資産 不動産貸借 30短期貸付承認申請書③（講義室）
財務部経理・資産管理課
長

2019/4/1 5年 2024/3/31 紙
施設管理部資産
課事務室

施設管理部資産課長 廃棄

2018年度 資産 不動産貸借 30短期貸付承認申請書④（講義室）
財務部経理・資産管理課
長

2019/4/1 5年 2024/3/31 紙
施設管理部資産
課事務室

施設管理部資産課長 廃棄

2018年度 資産 不動産貸借 30短期貸付承認申請書⑤（講義室）
財務部経理・資産管理課
長

2019/4/1 5年 2024/3/31 紙
施設管理部資産
課事務室

施設管理部資産課長 廃棄

2018年度 資産 不動産貸借 30短期貸付承認申請書⑥（講義室）
財務部経理・資産管理課
長

2019/4/1 5年 2024/3/31 紙
施設管理部資産
課事務室

施設管理部資産課長 廃棄

2018年度 資産 不動産貸借 30短期貸付承認申請書⑦（講義室）
財務部経理・資産管理課
長

2019/4/1 5年 2024/3/31 紙
施設管理部資産
課事務室

施設管理部資産課長 廃棄

2018年度 資産 不動産貸借 30豊田講堂　使用許可申請書（課外活動用）
財務部経理・資産管理課
長

2019/4/1 5年 2024/3/31 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2018年度 資産 不動産貸借 30豊田講堂　使用許可申請書（無料分）
財務部経理・資産管理課
長

2019/4/1 5年 2024/3/31 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2018年度 資産 不動産貸借 30緊急時避難誘導体制届　豊田講堂・野依
財務部経理・資産管理課
長

2019/4/1 5年 2024/3/31 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2018年度 資産 不動産貸借 30振替伝票・債権計上票①
財務部経理・資産管理課
長

2019/6/1 7年 2026/5/31 紙
施設管理部資産
課事務室

施設管理部資産課長 廃棄

2018年度 資産 不動産貸借 30振替伝票・債権計上票②
財務部経理・資産管理課
長

2019/6/1 7年 2026/5/31 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2018年度 資産 不動産貸借 30振替伝票・債権計上票③
財務部経理・資産管理課
長

2019/6/1 7年 2026/5/31 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2018年度 資産 不動産貸借 30振替伝票・債権計上票④
財務部経理・資産管理課
長

2019/6/1 7年 2026/5/31 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2018年度 資産 不動産貸借 30振替伝票・債権計上票①(特許)
財務部経理・資産管理課
長

2019/6/1 7年 2026/5/31 紙
施設管理部資産
課事務室

施設管理部資産課長 廃棄

2018年度 資産 不動産貸借 30振替伝票・債権計上票②(特許)
財務部経理・資産管理課
長

2019/6/1 7年 2026/5/31 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2018年度 資産 不動産貸借 30振替伝票・債権計上票③(特許)
財務部経理・資産管理課
長

2019/6/1 7年 2026/5/31 紙
施設管理部資産
課事務室

施設管理部資産課長 廃棄

2018年度 資産 不動産貸借 30振替伝票・債権計上票④(特許)
財務部経理・資産管理課
長

2019/6/1 7年 2026/5/31 紙
施設管理部資産
課事務室

施設管理部資産課長 廃棄

2018年度 資産 不動産貸借 30振替伝票・債権計上票①(手数料)
財務部経理・資産管理課
長

2019/6/1 7年 2026/5/31 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2018年度 資産 不動産貸借 30振替伝票・債権計上票②(手数料)
財務部経理・資産管理課
長

2019/6/1 7年 2026/5/31 紙
施設管理部資産
課事務室

施設管理部資産課長 廃棄

2018年度 資産 不動産貸借 30豊田講堂使用許可申請書･許可書
財務部経理・資産管理課
長

2019/4/1 5年 2024/3/31 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2018年度 資産 不動産貸借 30野依記念学術交流館許可申請書
財務部経理・資産管理課
長

2019/4/1 5年 2024/3/31 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2018年度 資産 特許 30支出決定決議書　特許①
財務部経理・資産管理課
長

2019/6/1 7年 2026/5/31 紙
施設管理部資産
課事務室

施設管理部資産課長 廃棄

2018年度 資産 特許 30支出決定決議書　特許②
財務部経理・資産管理課
長

2019/6/1 7年 2026/5/31 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2018年度 資産 特許 30支出決定決議書　特許③
財務部経理・資産管理課
長

2019/6/1 7年 2026/5/31 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2018年度 資産 特許 30支出決定決議書　特許④
財務部経理・資産管理課
長

2019/6/1 7年 2026/5/31 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2018年度 資産 特許 30支出決定決議書　特許⑤
財務部経理・資産管理課
長

2019/6/1 7年 2026/5/31 紙
施設管理部資産
課事務室

施設管理部資産課長 廃棄

2018年度 資産 特許 30支出決定決議書　特許⑥
財務部経理・資産管理課
長

2019/6/1 7年 2026/5/31 紙
施設管理部資産
課事務室

施設管理部資産課長 廃棄

2018年度 資産 特許 30支出決定決議書　特許収入配分金
財務部経理・資産管理課
長

2019/6/1 7年 2026/5/31 紙
施設管理部資産
課事務室

施設管理部資産課長 廃棄

2018年度 資産 不動産管理 30除却・減損　綴　（建物　構築物等）
財務部経理・資産管理課
長

2019/4/1 10年 2029/3/31 紙
施設管理部資産
課事務室

施設管理部資産課長 廃棄
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2018年度 資産 国大協保険 30国大協保険関係
財務部経理・資産管理課
長

2019/4/1 10年 2029/3/31 紙
施設管理部資産
課事務室

施設管理部資産課長 廃棄

2018年度 資産 不動産管理 30決算関係（通知・機会費用・賃貸等不動産など）
財務部経理・資産管理課
長

2019/4/1 10年 2029/3/31 紙
施設管理部資産
課事務室

施設管理部資産課長 廃棄

2018年度 資産 不動産管理 30減損対象資産調査
財務部経理・資産管理課
長

2019/4/1 10年 2029/3/31 紙
施設管理部資産
課事務室

施設管理部資産課長 廃棄

2018年度 資産 不動産管理 30光熱水料経費区分
財務部経理・資産管理課
長

2019/4/1 10年 2029/3/31 紙
施設管理部資産
課事務室

施設管理部資産課長 廃棄

2018年度 資産 不動産貸借 30長期貸付契約伺①（東山有償）
財務部経理・資産管理課
長

未定
貸付・借
入終了

- 紙
施設管理部資産
課事務室

施設管理部資産課長 廃棄

2018年度 資産 不動産貸借 30長期貸付契約伺②（無償・附属病院・大幸）
財務部経理・資産管理課
長

未定
貸付・借
入終了

- 紙
施設管理部資産
課事務室

施設管理部資産課長 廃棄

2018年度 資産 不動産貸借
30長期借入契約伺①（事務局・理学部・工学部・農学部・
COI・研究所）

財務部経理・資産管理課
長

未定
貸付・借
入終了

- 紙
施設管理部資産
課事務室

施設管理部資産課長 廃棄

2018年度 資産 不動産貸借 30長期借入契約伺②（環境学研究科）
財務部経理・資産管理課
長

未定
貸付・借
入終了

- 紙
施設管理部資産
課事務室

施設管理部資産課長 廃棄

2018年度 資産 その他 30発注書
財務部経理・資産管理課
長

2019/6/1 7年 2026/5/31 紙
施設管理部資産
課事務室

施設管理部資産課長 廃棄

2018年度 資産 その他 平成30～31年度たな卸資産の報告
財務部経理・資産管理課
長

2020/4/1 10年 2030/3/31 紙
施設管理部資産
課事務室

施設管理部資産課長 廃棄

2018年度 資産 宿舎管理 30　鍵の受渡簿（名大宿舎）
財務部経理・資産管理課
長

2019/4/1 7年 2026/3/31 紙
施設管理部資産
課事務室

施設管理部資産課長 廃棄

2018年度 資産 宿舎管理 30　宿舎入居希望調書
財務部経理・資産管理課
長

2019/4/1 7年 2026/3/31 紙
施設管理部資産
課事務室

施設管理部資産課長 廃棄

2018年度 資産 宿舎管理
30　宿舎貸与申請書　自動車保管場所貸与申請書
　　　・変更届出書　宿舎居住証明書

財務部経理・資産管理課
長

2019/4/1 7年 2026/3/31 紙
施設管理部資産
課事務室

施設管理部資産課長 廃棄

2018年度 資産 宿舎管理 30　宿舎異動報告書
財務部経理・資産管理課
長

2019/4/1 7年 2026/3/31 紙
施設管理部資産
課事務室

施設管理部資産課長 廃棄

2018年度 資産 宿舎管理
30　宿舎使用及び物件使用料の改定　使用許可・使用賃
貸契約

財務部経理・資産管理課
長

2019/4/1 7年 2026/3/31 紙
施設管理部資産
課事務室

施設管理部資産課長 廃棄

2018年度 資産 宿舎管理
30　退去届（名大・その他宿舎）　宿舎料返還請求書・辞
退書　明渡猶予申請書・損害賠償軽減申請書

財務部経理・資産管理課
長

2019/4/1 7年 2026/3/31 紙
施設管理部資産
課事務室

施設管理部資産課長 廃棄

2018年度 資産 宿舎管理
30収入決定決議書（宿舎等）
　ﾊﾞｰﾁｬﾙ口座・未入金一覧表・維持管理費(愛教大･名工

財務部経理・資産管理課
長

2019/4/1 7年 2026/3/31 紙
施設管理部資産
課事務室

施設管理部資産課長 廃棄

2018年度 資産 宿舎管理
30宿舎模様替等届出申請書　 不在・長期不在承認申請
書

財務部経理・資産管理課
長

2019/4/1 7年 2026/3/31 紙
施設管理部資産
課事務室

施設管理部資産課長 廃棄

2018年度 資産 宿舎管理 30宿舎工事完了届①
財務部経理・資産管理課
長

2019/6/1 7年 2026/5/31 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2018年度 資産 宿舎管理 30宿舎工事完了届②
財務部経理・資産管理課
長

2019/6/1 7年 2026/5/31 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2018年度 資産 宿舎管理 30簡易水道維持点検等
財務部経理・資産管理課
長

2019/6/1 7年 2026/5/31 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2018年度 資産 宿舎管理 30宿舎業務日誌
財務部経理・資産管理課
長

2019/6/1 7年 2026/5/31 紙
2号館1階
新聞受横倉庫

施設管理部資産課長 廃棄

2018年度 資産 宿舎管理 平成30～  民間アパート等借上げ
財務部経理・資産管理課
長

未定
借入終
了後10

- 紙
施設管理部資産
課事務室

施設管理部資産課長 廃棄

2018年度 資産 その他 30会計検査　（一般・特別調書）
財務部経理・資産管理課
長

2019/4/1 10年 2029/3/31 紙
施設管理部資産
課事務室

施設管理部資産課長 廃棄

2018年度 資産 物品管理 30固定資産等監査（固定資産等現物照合含む）
財務部経理・資産管理課
長

2019/4/1 10年 2029/3/31 紙
施設管理部資産
課事務室

施設管理部資産課長 廃棄

2018年度 資産 物品管理 30固定資産　寄附・譲渡・譲受・除却①
財務部経理・資産管理課
長

2019/4/1 10年 2029/3/31 紙
施設管理部資産
課事務室

施設管理部資産課長 廃棄

2018年度 資産 物品管理 30固定資産　寄附・譲渡・譲受・除却②
財務部経理・資産管理課
長

2019/4/1 10年 2029/3/31 紙
施設管理部資産
課事務室

施設管理部資産課長 廃棄

2018年度 資産 不動産管理 時間貸駐車場・カーシェアリング用地
財務部経理・資産管理課
長

2019/4/1 永年 - 紙
施設管理部資産
課事務室

施設管理部資産課長 廃棄

2018年度 資産 不動産管理 四谷団地　時間貸駐車場
財務部経理・資産管理課
長

2019/4/1 永年 - 紙
施設管理部資産
課事務室

施設管理部資産課長 廃棄

2018年度 寄宿舎管理 寮（嚶鳴館） 平成30年度 嚶鳴館領収書控
教育推進部基盤運営課
長

2019/4/1 10年 2029/3/31 紙
レジデンス東山
事務室内

施設管理部資産課長 廃棄

2019年度 寄宿舎管理 寮（嚶鳴館） 平成30年度 嚶鳴館領収書控
教育推進部基盤運営課
長

2020/4/1 10年 2030/3/31 紙
レジデンス東山
事務室内

施設管理部資産課長 廃棄

2018年度 寄宿舎管理 宿舎 平成30年度 管理業務完了報告書　10月～12月
教育推進部基盤運営課
長

2019/4/1 3年 2022/3/31 紙
レジデンス東山
事務室内

施設管理部資産課長 廃棄
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2018年度 寄宿舎管理 宿舎 平成30年度 管理業務完了報告書　1月～3月
教育推進部基盤運営課
長

2019/4/1 3年 2022/3/31 紙
レジデンス東山
事務室内

施設管理部資産課長 廃棄

2018年度 寄宿舎管理 宿舎 平成30年度 管理業務完了報告書　4月～6月
教育推進部基盤運営課
長

2019/4/1 3年 2022/3/31 紙
レジデンス東山
事務室内

施設管理部資産課長 廃棄

2018年度 寄宿舎管理 宿舎 平成30年度 管理業務完了報告書　7月～9月
教育推進部基盤運営課
長

2019/4/1 3年 2022/3/31 紙
レジデンス東山
事務室内

施設管理部資産課長 廃棄

2018年度 寄宿舎管理 宿舎 平成30年度 ｸﾚｼﾞｯﾄｶｰﾄﾞ売上票加盟店控綴
教育推進部基盤運営課
長

2019/4/1 10年 2029/3/31 紙
レジデンス東山
事務室内

施設管理部資産課長 廃棄

2018年度 寄宿舎管理 宿舎 平成30年度 国際嚶鳴館　退去届
教育推進部基盤運営課
長

2019/4/1 3年 2022/3/31 紙
レジデンス東山
事務室内

施設管理部資産課長 廃棄

2018年度 寄宿舎管理 宿舎 平成30年度 宿舎収入一覧
教育推進部基盤運営課
長

2019/4/1 10年 2029/3/31 紙
レジデンス東山
事務室内

施設管理部資産課長 廃棄

2018年度 寄宿舎管理 宿舎
平成30年度 野依記念学術交流館　入居届・誓約書・退去
届

教育推進部基盤運営課
長

2019/4/1 7年 2026/3/31 紙
レジデンス東山
事務室内

施設管理部資産課長 廃棄

2018年度 寄宿舎管理 宿舎 平成30年度 発注書　国際嚶鳴館
教育推進部基盤運営課
長

2019/4/1 3年 2022/3/31 紙
レジデンス東山
事務室内

施設管理部資産課長 廃棄

2018年度 寄宿舎管理 宿舎 平成30年度 発注書　野依/本部4号館
教育推進部基盤運営課
長

2019/4/1 3年 2022/3/31 紙
レジデンス東山
事務室内

施設管理部資産課長 廃棄

2018年度 寄宿舎管理 宿舎
平成30年度 発注書　リサーチャーズビレッジ東山/大幸/
八雲

教育推進部基盤運営課
長

2019/4/1 3年 2022/3/31 紙
レジデンス東山
事務室内

施設管理部資産課長 廃棄

2018年度 寄宿舎管理 宿舎 平成30年度 発注書　レジデンス東山/事務室
教育推進部基盤運営課
長

2019/4/1 3年 2022/3/31 紙
レジデンス東山
事務室内

施設管理部資産課長 廃棄

2018年度 寄宿舎管理 宿舎 平成30年度 発注書　レジデンス妙見
教育推進部基盤運営課
長

2019/4/1 3年 2022/3/31 紙
レジデンス東山
事務室内

施設管理部資産課長 廃棄

2018年度 寄宿舎管理 宿舎 平成30年度 発注書　レジデンス山手
教育推進部基盤運営課
長

2019/4/1 3年 2022/3/31 紙
レジデンス東山
事務室内

施設管理部資産課長 廃棄

2018年度 寄宿舎管理 宿舎
平成30年度 リサーチャーズビレッジ東山/八雲・八雲マン
ション・ソノヤマハウス・ヴィヴィアンロゼ　入居届・誓約書.

教育推進部基盤運営課
長

2019/4/1 7年 2026/3/31 紙
レジデンス東山
事務室内

施設管理部資産課長 廃棄

2018年度 寄宿舎管理 宿舎 平成30年度 レジデンス東山　退去届
教育推進部基盤運営課
長

2019/4/1 3年 2022/3/31 紙
レジデンス東山
事務室内

施設管理部資産課長 廃棄

2018年度 寄宿舎管理 宿舎 平成30年度 レジデンス東山　入居届・誓約書
教育推進部基盤運営課
長

2019/4/1 7年 2026/3/31 紙
レジデンス東山
事務室内

施設管理部資産課長 廃棄

2018年度 寄宿舎管理 宿舎 平成30年度 ﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ寄宿料・貸付料明細
教育推進部基盤運営課
長

2019/4/1 7年 2026/3/31 紙
レジデンス東山
事務室内

施設管理部資産課長 廃棄

2018年度 寄宿舎管理 宿舎 平成30年度 館費支出伺・計算書　ﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ東山
教育推進部基盤運営課
長

2019/4/1 7年 2026/3/31 紙
レジデンス東山
事務室内

施設管理部資産課長 廃棄

2018年度 寄宿舎管理 宿舎 平成30年度 館費支出伺・計算書　留学生会館
教育推進部基盤運営課
長

2019/4/1 7年 2026/3/31 紙
レジデンス東山
事務室内

施設管理部資産課長 廃棄

2018年度 寄宿舎管理 宿舎 平成30年度 館費領収書控
教育推進部基盤運営課
長

2019/4/1 10年 2029/3/31 紙
レジデンス東山
事務室内

施設管理部資産課長 廃棄

2018年度 寄宿舎管理 宿舎 平成30年度 現金出納帳
教育推進部基盤運営課
長

2019/4/1 10年 2029/3/31 紙
レジデンス東山
事務室内

施設管理部資産課長 廃棄

2018年度 寄宿舎管理 寮（嚶鳴館）
平成30年度 現金出納帳（現金受渡帳） 国際嚶鳴館寄宿
料

教育推進部基盤運営課
長

2019/4/1 10年 2029/3/31 紙
レジデンス東山
事務室内

施設管理部資産課長 廃棄

2019年度 寄宿舎管理 寮（嚶鳴館）
平成30年度 現金出納帳（現金受渡帳） 国際嚶鳴館寄宿
料

教育推進部基盤運営課
長

2020/4/1 10年 2030/3/31 紙
レジデンス東山
事務室内

施設管理部資産課長 廃棄

2018年度 寄宿舎管理 寮（嚶鳴館） 平成30年度 国際嚶鳴館寄宿料等収入
教育推進部基盤運営課
長

2019/4/1 3年 2022/3/31 紙
レジデンス東山
事務室内

施設管理部資産課長 廃棄

2018年度 寄宿舎管理 寮（嚶鳴館） 平成30年度 国際嚶鳴館電気料
教育推進部基盤運営課
長

2019/4/1 3年 2022/3/31 紙
レジデンス東山
事務室内

施設管理部資産課長 廃棄

2018年度 寄宿舎管理 宿舎 平成30年度 釣銭準備金保管簿
教育推進部基盤運営課
長

2019/4/1 10年 2029/3/31 紙
レジデンス東山
事務室内

施設管理部資産課長 廃棄

2019年度 寄宿舎管理 宿舎 平成30年度 釣銭準備金保管簿
教育推進部基盤運営課
長

2020/4/1 10年 2030/3/31 紙
レジデンス東山
事務室内

施設管理部資産課長 廃棄

2018年度 寄宿舎管理 寮（嚶鳴館） 平成30年度 預り金（国際嚶鳴館電気代）
教育推進部基盤運営課
長

2019/4/1 10年 2029/3/31 紙
レジデンス東山
事務室内

施設管理部資産課長 廃棄

2018年度 寄宿舎管理 宿舎 平成30年度 預り金金銭出納帳
教育推進部基盤運営課
長

2019/4/1 10年 2029/3/31 紙
レジデンス東山
事務室内

施設管理部資産課長 廃棄

2018年度 寄宿舎管理 宿舎 平成30年度 預り金明細
教育推進部基盤運営課
長

2019/4/1 10年 2029/3/31 紙
レジデンス東山
事務室内

施設管理部資産課長 廃棄

2018年度 寄宿舎管理 宿舎 平成30年度 領収書控
教育推進部基盤運営課
長

2019/4/1 10年 2029/3/31 紙
レジデンス東山
事務室内

施設管理部資産課長 廃棄

2018年度 寄宿舎管理 宿舎 平成30年度 領収証書受払簿
教育推進部基盤運営課
長

2019/4/1 10年 2029/3/31 紙
レジデンス東山
事務室内

施設管理部資産課長 廃棄
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2018年度 寄宿舎管理 寮（嚶鳴館） 平成30年度機械警備結果報告書
教育推進部基盤運営課
長

2019/4/1 3年 2022/3/31 紙
レジデンス東山
事務室内

施設管理部資産課長 廃棄

2019年度 資産 不動産貸借 31短期貸付承認申請書①（講義室）
財務部経理・資産管理課
長

2020/4/1 5年 2025/3/31 紙
施設管理部資産
課事務室

施設管理部資産課長 廃棄

2019年度 資産 不動産貸借 31短期貸付承認申請書②（講義室）
財務部経理・資産管理課
長

2020/4/1 5年 2025/3/31 紙
施設管理部資産
課事務室

施設管理部資産課長 廃棄

2019年度 資産 不動産貸借 31短期貸付承認申請書③（講義室）
財務部経理・資産管理課
長

2020/4/1 5年 2025/3/31 紙
施設管理部資産
課事務室

施設管理部資産課長 廃棄

2019年度 資産 不動産貸借 31短期貸付承認申請書④（講義室）
財務部経理・資産管理課
長

2020/4/1 5年 2025/3/31 紙
施設管理部資産
課事務室

施設管理部資産課長 廃棄

2019年度 資産 不動産貸借 31短期貸付承認申請書⑤（講義室）
財務部経理・資産管理課
長

2020/4/1 5年 2025/3/31 紙
施設管理部資産
課事務室

施設管理部資産課長 廃棄

2019年度 資産 不動産貸借 31短期貸付承認申請書⑥（講義室）
財務部経理・資産管理課
長

2020/4/1 5年 2025/3/31 紙
施設管理部資産
課事務室

施設管理部資産課長 廃棄

2019年度 資産 不動産貸借 31短期貸付承認申請書⑦（講義室） 施設管理部資産課長 2020/4/2 5年 2025/3/31 紙
施設管理部資産
課事務室

施設管理部資産課長 廃棄

2019年度 資産 不動産貸借 31豊田講堂　使用許可申請書（課外活動用）
財務部経理・資産管理課
長

2020/4/1 5年 2025/3/31 紙
施設管理部資産
課事務室

施設管理部資産課長 廃棄

2019年度 資産 不動産貸借 31豊田講堂　使用許可申請書（無料分）
財務部経理・資産管理課
長

2020/4/1 5年 2025/3/31 紙
施設管理部資産
課事務室

施設管理部資産課長 廃棄

2019年度 資産 不動産貸借 31緊急時避難誘導体制届　豊田講堂・野依
財務部経理・資産管理課
長

2020/4/1 5年 2025/3/31 紙
施設管理部資産
課事務室

施設管理部資産課長 廃棄

2019年度 資産 不動産貸借 31振替伝票・債権計上票①
財務部経理・資産管理課
長

2020/6/1 7年 2027/5/31 紙
施設管理部資産
課事務室

施設管理部資産課長 廃棄

2019年度 資産 不動産貸借 31振替伝票・債権計上票②
財務部経理・資産管理課
長

2020/6/1 7年 2027/5/31 紙
施設管理部資産
課事務室

施設管理部資産課長 廃棄

2019年度 資産 不動産貸借 31振替伝票・債権計上票③
財務部経理・資産管理課
長

2020/6/1 7年 2027/5/31 紙
施設管理部資産
課事務室

施設管理部資産課長 廃棄

2019年度 資産 不動産貸借 31振替伝票・債権計上票④
財務部経理・資産管理課
長

2020/6/1 7年 2027/5/31 紙
施設管理部資産
課事務室

施設管理部資産課長 廃棄

2019年度 資産 不動産貸借 31振替伝票・債権計上票①(特許)
財務部経理・資産管理課
長

2020/6/1 7年 2027/5/31 紙
施設管理部資産
課事務室

施設管理部資産課長 廃棄

2019年度 資産 不動産貸借 31振替伝票・債権計上票②(特許)
財務部経理・資産管理課
長

2020/6/1 7年 2027/5/31 紙
施設管理部資産
課事務室

施設管理部資産課長 廃棄

2019年度 資産 不動産貸借 31振替伝票・債権計上票③(特許)
財務部経理・資産管理課
長

2020/6/1 7年 2027/5/31 紙
施設管理部資産
課事務室

施設管理部資産課長 廃棄

2019年度 資産 不動産貸借 31振替伝票・債権計上票①(手数料)
財務部経理・資産管理課
長

2020/6/1 7年 2027/5/31 紙
施設管理部資産
課事務室

施設管理部資産課長 廃棄

2019年度 資産 不動産貸借 31豊田講堂使用許可申請書･許可書
財務部経理・資産管理課
長

2020/4/1 5年 2025/3/31 紙
施設管理部資産
課事務室

施設管理部資産課長 廃棄

2019年度 資産 不動産貸借 31野依記念学術交流館許可申請書
財務部経理・資産管理課
長

2020/4/1 5年 2025/3/31 紙
施設管理部資産
課事務室

施設管理部資産課長 廃棄

2019年度 資産 その他 31発注書
財務部経理・資産管理課
長

2020/6/1 7年 2027/5/31 紙
施設管理部資産
課事務室

施設管理部資産課長 廃棄

2019年度 資産 不動産管理 31光熱水料経費区分
財務部経理・資産管理課
長

2020/4/1 10年 2030/3/31 紙
施設管理部資産
課事務室

施設管理部資産課長 廃棄

2019年度 資産 不動産貸借 31長期貸付契約伺①（東山有償）
財務部経理・資産管理課
長

未定
貸付・借
入終了

- 紙
施設管理部資産
課事務室

施設管理部資産課長 廃棄

2019年度 資産 不動産貸借 31長期貸付契約伺②（無償・附属病院・大幸）
財務部経理・資産管理課
長

未定
貸付・借
入終了

- 紙
施設管理部資産
課事務室

施設管理部資産課長 廃棄

2019年度 資産 不動産貸借
31長期借入契約伺①（事務局・理学部・工学部・農学部・
COI・研究所）

財務部経理・資産管理課
長

未定
貸付・借
入終了

- 紙
施設管理部資産
課事務室

施設管理部資産課長 廃棄

2019年度 資産 不動産貸借 31長期借入契約伺②（環境学研究科）
財務部経理・資産管理課
長

未定
貸付・借
入終了

- 紙
施設管理部資産
課事務室

施設管理部資産課長 廃棄

2019年度 資産 国大協保険 31国大協保険関係
財務部経理・資産管理課
長

2020/4/1 10年 2030/3/31 紙
施設管理部資産
課事務室

施設管理部資産課長 廃棄

2019年度 資産 不動産管理 31決算関係（通知・機会費用・賃貸等不動産など）
財務部経理・資産管理課
長

2020/4/1 10年 2030/3/31 紙
施設管理部資産
課事務室

施設管理部資産課長 廃棄

2019年度 資産 特許 31経費精算書　特許①
財務部経理・資産管理課
長

2020/6/1 7年 2027/5/31 紙
施設管理部資産
課事務室

施設管理部資産課長 廃棄

2019年度 資産 特許 31経費精算書　特許②
財務部経理・資産管理課
長

2020/6/1 7年 2027/5/31 紙
施設管理部資産
課事務室

施設管理部資産課長 廃棄

2019年度 資産 特許 31経費精算書　特許③
財務部経理・資産管理課
長

2020/6/1 7年 2027/5/31 紙
施設管理部資産
課事務室

施設管理部資産課長 廃棄
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2019年度 資産 特許 31経費精算書　特許④
財務部経理・資産管理課
長

2020/6/1 7年 2027/5/31 紙
施設管理部資産
課事務室

施設管理部資産課長 廃棄

2019年度 資産 特許 31経費精算書　特許⑤
財務部経理・資産管理課
長

2020/6/1 7年 2027/5/31 紙
施設管理部資産
課事務室

施設管理部資産課長 廃棄

2019年度 資産 特許 31支出決定決議書　特許収入配分金
財務部経理・資産管理課
長

2020/6/1 7年 2027/5/31 紙
施設管理部資産
課事務室

施設管理部資産課長 廃棄

2019年度 資産 その他 令和元年度～　中期計画等
財務部経理・資産管理課
長

2020/4/1 10年 2030/3/31 紙
施設管理部資産
課事務室

施設管理部資産課長 廃棄

2019年度 資産 不動産管理 31除却・減損　綴　（建物　構築物等）
財務部経理・資産管理課
長

2020/4/1 10年 2030/3/31 紙
施設管理部資産
課事務室

施設管理部資産課長 廃棄

2019年度 資産 不動産管理 31減損対象資産調査
財務部経理・資産管理課
長

2020/4/1 10年 2030/3/31 紙
施設管理部資産
課事務室

施設管理部資産課長 廃棄

2019年度 資産 宿舎管理 31　鍵の受渡簿（名大宿舎）
財務部経理・資産管理課
長

2020/6/1 7年 2027/5/31 紙
施設管理部資産
課事務室

施設管理部資産課長 廃棄

2019年度 資産 宿舎管理 31　宿舎入居希望調書
財務部経理・資産管理課
長

2020/6/1 7年 2027/5/31 紙
施設管理部資産
課事務室

施設管理部資産課長 廃棄

2019年度 資産 宿舎管理
31　宿舎貸与申請書　自動車保管場所貸与申請書
　　　・変更届出書　宿舎居住証明書

財務部経理・資産管理課
長

2020/6/1 7年 2027/5/31 紙
施設管理部資産
課事務室

施設管理部資産課長 廃棄

2019年度 資産 宿舎管理 31　宿舎異動報告書
財務部経理・資産管理課
長

2020/6/1 7年 2027/5/31 紙
施設管理部資産
課事務室

施設管理部資産課長 廃棄

2019年度 資産 宿舎管理
31　宿舎使用及び物件使用料の改定　使用許可・使用賃
貸契約

財務部経理・資産管理課
長

2020/6/1 7年 2027/5/31 紙
施設管理部資産
課事務室

施設管理部資産課長 廃棄

2019年度 資産 宿舎管理
31　退去届（名大・その他宿舎）　宿舎料返還請求書・辞
退書　明渡猶予申請書・損害賠償軽減申請書

財務部経理・資産管理課
長

2020/6/1 7年 2027/5/31 紙
施設管理部資産
課事務室

施設管理部資産課長 廃棄

2019年度 資産 宿舎管理
31収入決定決議書（宿舎等）
　ﾊﾞｰﾁｬﾙ口座・未入金一覧表・維持管理費(愛教大･名工

財務部経理・資産管理課
長

2020/6/1 7年 2027/5/31 紙
施設管理部資産
課事務室

施設管理部資産課長 廃棄

2019年度 資産 宿舎管理
31宿舎模様替等届出申請書　 不在・長期不在承認申請
書

財務部経理・資産管理課
長

2020/6/1 7年 2027/5/31 紙
施設管理部資産
課事務室

施設管理部資産課長 廃棄

2019年度 資産 宿舎管理 31宿舎工事完了届①
財務部経理・資産管理課
長

2020/6/1 7年 2027/5/31 紙
施設管理部資産
課事務室

施設管理部資産課長 廃棄

2019年度 資産 宿舎管理 31宿舎工事完了届②
財務部経理・資産管理課
長

2020/6/1 7年 2027/5/31 紙
施設管理部資産
課事務室

施設管理部資産課長 廃棄

2019年度 資産 宿舎管理 31簡易水道維持点検等
財務部経理・資産管理課
長

2020/6/1 7年 2027/5/31 紙
施設管理部資産
課事務室

施設管理部資産課長 廃棄

2019年度 資産 宿舎管理 31宿舎業務日誌
財務部経理・資産管理課
長

2020/6/1 7年 2027/5/31 紙
施設管理部資産
課事務室

施設管理部資産課長 廃棄

2019年度 資産 物品管理 31固定資産　寄附・譲渡・譲受・除却①
財務部経理・資産管理課
長

2020/4/1 10年 2030/3/31 紙
施設管理部資産
課事務室

施設管理部資産課長 廃棄

2019年度 資産 物品管理 31固定資産等監査（固定資産等現物照合含む）
財務部経理・資産管理課
長

2020/4/1 10年 2030/3/31 紙
施設管理部資産
課事務室

施設管理部資産課長 廃棄

2019年度 資産 その他 31会計検査　（一般・特別調書）
財務部経理・資産管理課
長

2020/4/1 10年 2030/3/31 紙
施設管理部資産
課事務室

施設管理部資産課長 廃棄

2019年度 寄宿舎管理 宿舎 平成30年度機械警備結果報告書
教育推進部基盤運営課
長

2020/4/1 3年 2023/3/31 紙
レジデンス東山
事務室内

施設管理部資産課長 廃棄

2019年度 寄宿舎管理 宿舎 令和元年度 管理業務完了報告書　10月～12月
教育推進部基盤運営課
長

2020/4/1 3年 2023/3/31 紙
レジデンス東山
事務室内

施設管理部資産課長 廃棄

2018年度 寄宿舎管理 宿舎 令和元年度 管理業務完了報告書　1月～3月
教育推進部基盤運営課
長

2020/4/1 3年 2023/3/31 紙
レジデンス東山
事務室内

施設管理部資産課長 廃棄

2019年度 寄宿舎管理 宿舎 令和元年度 管理業務完了報告書　7月～9月
教育推進部基盤運営課
長

2020/4/1 3年 2023/3/31 紙
レジデンス東山
事務室内

施設管理部資産課長 廃棄

2019年度 寄宿舎管理 宿舎 令和元年度 発注書　国際嚶鳴館
教育推進部基盤運営課
長

2020/4/1 3年 2023/3/31 紙
レジデンス東山
事務室内

施設管理部資産課長 廃棄

2019年度 寄宿舎管理 宿舎 令和元年度 発注書　借上宿舎/留学生会館
教育推進部基盤運営課
長

2020/4/1 3年 2023/3/31 紙
レジデンス東山
事務室内

施設管理部資産課長 廃棄

2019年度 寄宿舎管理 宿舎 令和元年度 発注書　野依/本部4号館
教育推進部基盤運営課
長

2020/4/1 3年 2023/3/31 紙
レジデンス東山
事務室内

施設管理部資産課長 廃棄

2019年度 寄宿舎管理 宿舎
令和元年度 発注書　リサーチャーズビレッジ東山/大幸/
八雲

教育推進部基盤運営課
長

2020/4/1 3年 2023/3/31 紙
レジデンス東山
事務室内

施設管理部資産課長 廃棄

2019年度 寄宿舎管理 宿舎 令和元年度 発注書　レジデンス東山/事務室
教育推進部基盤運営課
長

2020/4/1 3年 2023/3/31 紙
レジデンス東山
事務室内

施設管理部資産課長 廃棄

2019年度 寄宿舎管理 宿舎 令和元年度 発注書　レジデンス妙見
教育推進部基盤運営課
長

2020/4/1 3年 2023/3/31 紙
レジデンス東山
事務室内

施設管理部資産課長 廃棄

2019年度 寄宿舎管理 宿舎 令和元年度 発注書　レジデンス山手
教育推進部基盤運営課
長

2020/4/1 3年 2023/3/31 紙
レジデンス東山
事務室内

施設管理部資産課長 廃棄
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2019年度 寄宿舎管理 宿舎
令和元年度インターナショナルレジデンス大幸（仮称）等
整備事業モニタリング会議

施設管理部資産課長 2020/4/1 7年 2027/3/31 紙
レジデンス東山
事務室内

施設管理部資産課長 廃棄

2019年度 寄宿舎管理 宿舎 令和元年度レジデンス貸付料カード支払い内訳
教育推進部基盤運営課
長

2020/4/1 10年 2030/3/31 紙
レジデンス東山
事務室内

施設管理部資産課長 廃棄

2019年度 寄宿舎管理 宿舎 令和元年度 館費領収書控
教育推進部基盤運営課
長

2020/4/1 10年 2030/3/31 紙
レジデンス東山
事務室内

施設管理部資産課長 廃棄

2019年度 寄宿舎管理 宿舎 令和元年度 領収書控
教育推進部基盤運営課
長

2020/4/1 10年 2030/3/31 紙
レジデンス東山
事務室内

施設管理部資産課長 廃棄

2019年度 寄宿舎管理 宿舎 令和元年度 領収証書受払簿
教育推進部基盤運営課
長

2020/4/1 10年 2030/3/31 紙
レジデンス東山
事務室内

施設管理部資産課長 廃棄

2019年度 寄宿舎管理 宿舎 令和元年度 管理業務完了報告書　4月～6月
教育推進部基盤運営課
長

2020/4/1 3年 2023/3/31 紙
レジデンス東山
事務室内

施設管理部資産課長 廃棄

2019年度 寄宿舎管理 宿舎 令和元年度 ｸﾚｼﾞｯﾄｶｰﾄﾞ売上票加盟店控綴
教育推進部基盤運営課
長

2020/4/1 10年 2030/3/31 紙
レジデンス東山
事務室内

施設管理部資産課長 廃棄

2019年度 寄宿舎管理 宿舎 令和元年度 国際嚶鳴館　退去届
教育推進部基盤運営課
長

2020/4/1 3年 2023/3/31 紙
レジデンス東山
事務室内

施設管理部資産課長 廃棄

2019年度 寄宿舎管理 宿舎 令和元年度 宿舎収入一覧
教育推進部基盤運営課
長

2020/4/1 10年 2030/3/31 紙
レジデンス東山
事務室内

施設管理部資産課長 廃棄

2019年度 寄宿舎管理 宿舎
令和元年度 野依記念学術交流館　入居届・誓約書・退去
届

教育推進部基盤運営課
長

2020/4/1 7年 2027/3/31 紙
レジデンス東山
事務室内

施設管理部資産課長 廃棄

2019年度 寄宿舎管理 宿舎
令和元年度 リサーチャーズビレッジ東山/八雲・八雲マン
ション・ソノヤマハウス・ヴィヴィアンロゼ　入居届・誓約書.

教育推進部基盤運営課
長

2020/4/1 7年 2027/3/31 紙
レジデンス東山
事務室内

施設管理部資産課長 廃棄

2019年度 寄宿舎管理 宿舎 令和元年度 レジデンス東山　退去届
教育推進部基盤運営課
長

2019/4/1 3年 2023/3/31 紙
レジデンス東山
事務室内

施設管理部資産課長 廃棄

2019年度 寄宿舎管理 宿舎 令和元年度 レジデンス東山　入居届・誓約書
教育推進部基盤運営課
長

2020/4/1 7年 2027/3/31 紙
レジデンス東山
事務室内

施設管理部資産課長 廃棄

2019年度 寄宿舎管理 宿舎 令和元年度 ﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ寄宿料・貸付料明細
教育推進部基盤運営課
長

2020/4/1 7年 2027/3/31 紙
レジデンス東山
事務室内

施設管理部資産課長 廃棄

2019年度 寄宿舎管理 宿舎 令和元年度 館費支出伺・計算書　ﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ東山
教育推進部基盤運営課
長

2020/4/1 7年 2027/3/31 紙
レジデンス東山
事務室内

施設管理部資産課長 廃棄

2019年度 寄宿舎管理 宿舎 令和元年度 館費支出伺・計算書　留学生会館
教育推進部基盤運営課
長

2020/4/1 7年 2027/3/31 紙
レジデンス東山
事務室内

施設管理部資産課長 廃棄

2019年度 寄宿舎管理 宿舎 令和元年度 現金出納帳
教育推進部基盤運営課
長

2020/4/1 10年 2030/3/31 紙
レジデンス東山
事務室内

施設管理部資産課長 廃棄

2019年度 寄宿舎管理 寮（嚶鳴館） 令和元年度 国際嚶鳴館寄宿料等収入
教育推進部基盤運営課
長

2020/4/1 3年 2023/3/31 紙
レジデンス東山
事務室内

施設管理部資産課長 廃棄

2019年度 寄宿舎管理 寮（嚶鳴館） 令和元年度 国際嚶鳴館電気料
教育推進部基盤運営課
長

2020/4/1 5年 2025/3/31 紙
レジデンス東山
事務室内

施設管理部資産課長 廃棄

2019年度 寄宿舎管理 宿舎
令和元年度 預り金　月次報告書　金銭出納帳　国際嚶鳴
館・レジデンス東山・留学生会館

教育推進部基盤運営課
長

2020/4/1 10年 2030/3/31 紙
レジデンス東山
事務室内

施設管理部資産課長 廃棄

2019年度 寄宿舎管理 宿舎
令和元年度 預り金　金銭出納帳　国際嚶鳴館・レジデン
ス東山・留学生会館

教育推進部基盤運営課
長

2020/4/1 10年 2030/3/31 紙
レジデンス東山
事務室内

施設管理部資産課長 廃棄

2019年度 寄宿舎管理 寮（嚶鳴館） 令和元年度 預り金（国際嚶鳴館電気代）
教育推進部基盤運営課
長

2020/4/1 10年 2030/3/31 紙
レジデンス東山
事務室内

施設管理部資産課長 廃棄

2019年度 寄宿舎管理 宿舎 令和元年度 預り金明細
教育推進部基盤運営課
長

2020/4/1 10年 2030/3/31 紙
レジデンス東山
事務室内

施設管理部資産課長 廃棄

1959年度 建築 実施設計 構造計算書（中央診療施設）
施設管理部施設整備課
長

1960/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

1959年度 建築 実施設計 設計図書（宇宙線望遠鏡室
施設管理部施設整備課
長

1960/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

1959年度 建築 実施設計 設計図書（中央診療施設
施設管理部施設整備課
長

1960/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

1959年度 建築 実施設計 耐力度調査報告書（中央診療施設
施設管理部施設整備課
長

1960/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

1960年度 建築 実施設計 構造計算書（オウ鳴寮）
施設管理部施設整備課
長

1961/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

1960年度 建築 実施設計 構造計算書（豊田講堂）
施設管理部施設整備課
長

1961/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

1960年度 建築 実施設計 設計図書（オウ鳴寮
施設管理部施設整備課
長

1961/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

1960年度 建築 実施設計 耐震診断報告書（豊田講堂
施設管理部施設整備課
長

1961/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

1960年度 建築 実施設計 耐力度調査報告書（豊田講堂
施設管理部施設整備課
長

1961/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管
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1962年度 建築 実施設計 設計図書（作業舎
施設管理部施設整備課
長

1963/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

1962年度 建築 実施設計 設計図書（山羊舎
施設管理部施設整備課
長

1963/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

1963年度 建築 実施設計 構造計算書（附属学校２号館）
施設管理部施設整備課
長

1964/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

1963年度 建築 実施設計 構造計算書（附属学校体育館）
施設管理部施設整備課
長

1964/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

1963年度 建築 実施設計 設計図書（附属学校２号館
施設管理部施設整備課
長

1964/04/01 無期限 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

1963年度 建築 実施設計 設計図書（附属学校体育館
施設管理部施設整備課
長

1964/04/01 無期限 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

1963年度 建築 実施設計 耐震診断報告書（附属学校２号館
施設管理部施設整備課
長

1964/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

1964年度 建築 実施設計 構造計算書（共同教育研究施設第2実験棟）
施設管理部施設整備課
長

1965/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

1964年度 建築 実施設計 構造計算書（共同教育研究施設第5実験棟）
施設管理部施設整備課
長

1965/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

1964年度 建築 実施設計 構造計算書（工学部２号館）
施設管理部施設整備課
長

1965/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

1964年度 建築 実施設計 構造計算書（実験実習工場）
施設管理部施設整備課
長

1965/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

1964年度 建築 実施設計 構造計算書（第２実験棟ＭＧ室）
施設管理部施設整備課
長

1965/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

1964年度 建築 実施設計 構造計算書（理学部Ａ館）
施設管理部施設整備課
長

1965/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

1964年度 建築 実施設計 設計図書（牛舎
施設管理部施設整備課
長

1965/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

1964年度 建築 実施設計 設計図書（共同教育研究施設第2
施設管理部施設整備課
長

1965/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

1964年度 建築 実施設計 設計図書（共同教育研究施設第5
施設管理部施設整備課
長

1965/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

1964年度 建築 実施設計 設計図書（工学部２号館
施設管理部施設整備課
長

1965/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

1964年度 建築 実施設計 設計図書（実験実習工場
施設管理部施設整備課
長

1965/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

1964年度 建築 実施設計 設計図書（第２実験棟ＭＧ室
施設管理部施設整備課
長

1965/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

1964年度 建築 実施設計 設計図書（理学部Ａ館
施設管理部施設整備課
長

1965/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

1964年度 建築 実施設計 耐震診断報告書（理学部Ａ館
施設管理部施設整備課
長

1965/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

1964年度 建築 実施設計 耐力度調査報告書（共同教育研究施設第2実験棟
施設管理部施設整備課
長

1965/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

1964年度 建築 実施設計 耐力度調査報告書（工学部２号館
施設管理部施設整備課
長

1965/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

1964年度 建築 実施設計 耐力度調査報告書（実験実習工場
施設管理部施設整備課
長

1965/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

1964年度 建築 実施設計 耐力度調査報告書（理学部Ａ館
施設管理部施設整備課
長

1965/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

1965年度 建築 実施設計 構造計算書（学生会館）
施設管理部施設整備課
長

1966/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

1965年度 建築 実施設計 構造計算書（共同教育研究施設1号館）
施設管理部施設整備課
長

1966/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

1965年度 建築 実施設計 構造計算書（搾乳室）
施設管理部施設整備課
長

1966/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

1965年度 建築 実施設計 構造計算書（車庫）
施設管理部施設整備課
長

1966/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

1965年度 建築 実施設計 構造計算書（動物飼育室）
施設管理部施設整備課
長

1966/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

1965年度 建築 実施設計 設計図書（学生会館
施設管理部施設整備課
長

1966/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

1965年度 建築 実施設計 設計図書（乾草庫
施設管理部施設整備課
長

1966/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 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

備考

1965年度 建築 実施設計 設計図書（共同教育研究施設1号
施設管理部施設整備課
長

1966/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

1965年度 建築 実施設計 設計図書（搾乳室
施設管理部施設整備課
長

1966/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

1965年度 建築 実施設計 設計図書（動物飼育室
施設管理部施設整備課
長

1966/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

1965年度 建築 実施設計 耐震診断報告書（共同教育研究施設1号
施設管理部施設整備課
長

1966/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

1965年度 建築 実施設計 耐力度調査報告書（共同教育研究施設1号館
施設管理部施設整備課
長

1966/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

1965年度 建築 実施設計
地盤調査報告書（愛知学芸大学名古屋分校体育館新築
敷地地盤調査

施設管理部施設整備課
長

1966/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

1966年度 建築 実施設計 構造計算書（環境医学研究所本館）
施設管理部施設整備課
長

1967/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

1966年度 建築 実施設計 構造計算書（洲雲町宿舎１号）
施設管理部施設整備課
長

1967/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

1966年度 建築 実施設計 構造計算書（西病棟）
施設管理部施設整備課
長

1967/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

1966年度 建築 実施設計 構造計算書（農学部管理棟）
施設管理部施設整備課
長

1967/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

1966年度 建築 実施設計 構造計算書（農学部西研究棟）
施設管理部施設整備課
長

1967/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

1966年度 建築 実施設計 構造計算書（物品倉庫）
施設管理部施設整備課
長

1967/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

1966年度 建築 実施設計 構造計算書（理学部Ｂ・Ｃ館）
施設管理部施設整備課
長

1967/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

1966年度 建築 実施設計 設計図書（宇宙線望遠鏡室
施設管理部施設整備課
長

1967/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

1966年度 建築 実施設計 設計図書（環境医学研究所本館
施設管理部施設整備課
長

1967/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

1966年度 建築 実施設計 設計図書（観測所
施設管理部施設整備課
長

1967/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

1966年度 建築 実施設計 設計図書（実験鶏舎
施設管理部施設整備課
長

1967/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

1966年度 建築 実施設計 設計図書（守衛室
施設管理部施設整備課
長

1967/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

1966年度 建築 実施設計 設計図書（西病棟
施設管理部施設整備課
長

1967/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

1966年度 建築 実施設計 設計図書（農学部管理棟
施設管理部施設整備課
長

1967/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

1966年度 建築 実施設計 設計図書（農学部西研究棟
施設管理部施設整備課
長

1967/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

1966年度 建築 実施設計 設計図書（附属学校中央棟
施設管理部施設整備課
長

1967/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

1966年度 建築 実施設計 設計図書（理学部Ｂ・Ｃ館
施設管理部施設整備課
長

1967/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

1966年度 建築 実施設計 耐震診断報告書（農学部西研究棟
施設管理部施設整備課
長

1967/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

1966年度 建築 実施設計 耐力度調査報告書（環境医学研究所
施設管理部施設整備課
長

1967/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

1966年度 建築 実施設計 耐力度調査報告書（西病棟
施設管理部施設整備課
長

1967/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

1966年度 建築 実施設計
地盤調査報告書（医学部附属病院中央診療棟新築敷地
地質調査

施設管理部施設整備課
長

1967/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

1967年度 建築 実施設計 構造計算書（体育合宿所）
施設管理部施設整備課
長

1968/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

1967年度 建築 実施設計 構造計算書（農学部東研究棟）
施設管理部施設整備課
長

1968/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

1967年度 建築 実施設計 構造計算書（附属学校１号館）
施設管理部施設整備課
長

1968/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

1967年度 建築 実施設計 構造計算書（本館）
施設管理部施設整備課
長

1968/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

1967年度 建築 実施設計 設計図書（温室
施設管理部施設整備課
長

1968/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管
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1967年度 建築 実施設計 設計図書（観測所
施設管理部施設整備課
長

1968/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

1967年度 建築 実施設計 設計図書（体育合宿所
施設管理部施設整備課
長

1968/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

1967年度 建築 実施設計 設計図書（農学部東研究棟
施設管理部施設整備課
長

1968/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

1967年度 建築 実施設計 設計図書（附属学校１号館
施設管理部施設整備課
長

1968/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

1967年度 建築 実施設計 設計図書（本館
施設管理部施設整備課
長

1968/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

1967年度 建築 実施設計 耐震診断報告書（農学部東研究棟
施設管理部施設整備課
長

1968/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

1967年度 建築 実施設計 耐震診断報告書（附属学校１号館
施設管理部施設整備課
長

1968/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

1968年度 建築 実施設計 構造計算書（リニヤック治療室）
施設管理部施設整備課
長

1969/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

1968年度 建築 実施設計 構造計算書（基礎研究棟）
施設管理部施設整備課
長

1969/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

1968年度 建築 実施設計 構造計算書（中央診療棟）
施設管理部施設整備課
長

1969/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

1968年度 建築 実施設計 構造計算書（中央動力室）
施設管理部施設整備課
長

1969/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

1968年度 建築 実施設計 設計図書（ボート艇庫
施設管理部施設整備課
長

1969/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

1968年度 建築 実施設計 設計図書（リニヤック治療室
施設管理部施設整備課
長

1969/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

1968年度 建築 実施設計 設計図書（基礎研究棟
施設管理部施設整備課
長

1969/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

1968年度 建築 実施設計 設計図書（中央診療棟
施設管理部施設整備課
長

1969/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

1968年度 建築 実施設計 設計図書（中央動力室
施設管理部施設整備課
長

1969/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

1968年度 建築 実施設計 設計図書（特別実験棟
施設管理部施設整備課
長

1969/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

1968年度 建築 実施設計 耐力度調査報告書（基礎研究棟
施設管理部施設整備課
長

1969/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

1968年度 建築 実施設計 耐力度調査報告書（中央診療棟
施設管理部施設整備課
長

1969/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

1968年度 建築 実施設計 地盤調査報告書（工学部敷地地質調査
施設管理部施設整備課
長

1969/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

1968年度 建築 実施設計 地盤調査報告書（合同宿舎猪高住宅地質調査工事
施設管理部施設整備課
長

1969/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

1969年度 建築 実施設計 構造計算書（機械学科実験棟）
施設管理部施設整備課
長

1970/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

1969年度 建築 実施設計 構造計算書（極低温実験室）
施設管理部施設整備課
長

1970/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

1969年度 建築 実施設計 構造計算書（実験室）
施設管理部施設整備課
長

1970/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

1969年度 建築 実施設計 構造計算書（車庫）
施設管理部施設整備課
長

1970/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

1969年度 建築 実施設計 構造計算書（動物飼育室）
施設管理部施設整備課
長

1970/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

1969年度 建築 実施設計 構造計算書（臨床研究棟）
施設管理部施設整備課
長

1970/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

1969年度 建築 実施設計 設計図書（宇宙線望遠鏡室
施設管理部施設整備課
長

1970/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

1969年度 建築 実施設計 設計図書（外来診療棟
施設管理部施設整備課
長

1970/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

1969年度 建築 実施設計 設計図書（観測所
施設管理部施設整備課
長

1970/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

1969年度 建築 実施設計 設計図書（観測所
施設管理部施設整備課
長

1970/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

1969年度 建築 実施設計 設計図書（機械学科実験棟
施設管理部施設整備課
長

1970/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管
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1969年度 建築 実施設計 設計図書（極低温実験室
施設管理部施設整備課
長

1970/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

1969年度 建築 実施設計 設計図書（資料保管室
施設管理部施設整備課
長

1970/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

1969年度 建築 実施設計 設計図書（実験室
施設管理部施設整備課
長

1970/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

1969年度 建築 実施設計 設計図書（実習室
施設管理部施設整備課
長

1970/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

1969年度 建築 実施設計 設計図書（動物飼育室
施設管理部施設整備課
長

1970/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

1969年度 建築 実施設計 設計図書（臨床研究棟
施設管理部施設整備課
長

1970/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

1969年度 建築 実施設計 耐力度調査報告書（外来診療棟
施設管理部施設整備課
長

1970/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

1969年度 建築 実施設計 耐力度調査報告書（機械学科実験棟
施設管理部施設整備課
長

1970/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

1969年度 建築 実施設計 耐力度調査報告書（臨床研究棟
施設管理部施設整備課
長

1970/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

1969年度 建築 実施設計
地盤調査報告書（工学部機械、化学工学科その他実験
室、研究室、新営地質調査工事

施設管理部施設整備課
長

1970/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

1969年度 建築 実施設計
地盤調査報告書（農学部食品工業化学科研究室実験室
および生化学制御研究施設新営地質調査工事

施設管理部施設整備課
長

1970/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

1969年度 建築 実施設計
地盤調査報告書（理学部附属高山地震観測室新営地質
調査工事

施設管理部施設整備課
長

1970/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

1969年度 建築 実施設計
地盤調査報告書（理学部附属菅島臨海実験所新営地質
調査工事

施設管理部施設整備課
長

1970/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

1970年度 建築 実施設計 構造計算書（強放射能特別実験棟）
施設管理部施設整備課
長

1971/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

1970年度 建築 実施設計 構造計算書（工学部３号館）
施設管理部施設整備課
長

1971/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

1970年度 建築 実施設計 構造計算書（南部食堂）
施設管理部施設整備課
長

1971/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

1970年度 建築 実施設計 構造計算書（農学部講義棟）
施設管理部施設整備課
長

1971/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

1970年度 建築 実施設計 設計図書（強放射能特別実験棟
施設管理部施設整備課
長

1971/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

1970年度 建築 実施設計 設計図書（工学部３号館
施設管理部施設整備課
長

1971/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

1970年度 建築 実施設計 設計図書（宿泊室
施設管理部施設整備課
長

1971/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

1970年度 建築 実施設計 設計図書（堆肥室
施設管理部施設整備課
長

1971/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

1970年度 建築 実施設計 設計図書（陶生町宿舎
施設管理部施設整備課
長

1971/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

1970年度 建築 実施設計 設計図書（農学部講義棟
施設管理部施設整備課
長

1971/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

1970年度 建築 実施設計 耐力度調査報告書（工学部３号館
施設管理部施設整備課
長

1971/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

1970年度 建築 実施設計 耐力度調査報告書（南部食堂
施設管理部施設整備課
長

1971/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

1970年度 建築 実施設計
地盤調査報告書（医学部附属図書館および学生食堂新
営地質調査

施設管理部施設整備課
長

1971/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

1970年度 建築 実施設計
地盤調査報告書（医学部附属病院ＲＩ診療室および病棟
新営地質調査工事

施設管理部施設整備課
長

1971/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

1970年度 建築 実施設計
地盤調査報告書（教養学部体育館及び武道場新営地質
調査

施設管理部施設整備課
長

1971/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

1970年度 建築 実施設計
地盤調査報告書（大型電子計算機センター新営地質調査
工事

施設管理部施設整備課
長

1971/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

1971年度 建築 実施設計 構造計算書（ＲＩ診療棟）
施設管理部施設整備課
長

1972/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

1971年度 建築 実施設計 構造計算書（研究・実験室）
施設管理部施設整備課
長

1972/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

1971年度 建築 実施設計 構造計算書（工学部７号館Ａ棟）
施設管理部施設整備課
長

1972/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管
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1971年度 建築 実施設計 構造計算書（図書館・学生食堂）
施設管理部施設整備課
長

1972/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

1971年度 建築 実施設計 構造計算書（体育館）
施設管理部施設整備課
長

1972/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

1971年度 建築 実施設計 構造計算書（武道場）
施設管理部施設整備課
長

1972/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

1971年度 建築 実施設計 設計図書（ＲＩ診療棟
施設管理部施設整備課
長

1972/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

1971年度 建築 実施設計 設計図書（外国人宿舎
施設管理部施設整備課
長

1972/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

1971年度 建築 実施設計 設計図書（研究・実験室
施設管理部施設整備課
長

1972/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

1971年度 建築 実施設計 設計図書（工学部７号館Ａ棟
施設管理部施設整備課
長

1972/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

1971年度 建築 実施設計 設計図書（車庫
施設管理部施設整備課
長

1972/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

1971年度 建築 実施設計 設計図書（図書館・学生食堂
施設管理部施設整備課
長

1972/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

1971年度 建築 実施設計 設計図書（体育館
施設管理部施設整備課
長

1972/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

1971年度 建築 実施設計 設計図書（燃料庫
施設管理部施設整備課
長

1972/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

1971年度 建築 実施設計 地盤調査報告書（教養学部講義室新営地質調査工事
施設管理部施設整備課
長

1972/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

1971年度 建築 実施設計 地盤調査報告書（教養学部講義室新営地質調査工事
施設管理部施設整備課
長

1972/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

1971年度 建築 実施設計
地盤調査報告書（空電研究所佐久島観測所観測室新営
地質調査工事

施設管理部施設整備課
長

1972/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

1971年度 建築 実施設計
地盤調査報告書（理学部三河地殻変動観測所新営地質
調査

施設管理部施設整備課
長

1972/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

1972年度 建築 実施設計 構造計算書（コバルト治療室）
施設管理部施設整備課
長

1973/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

1972年度 建築 実施設計 構造計算書（ボイラー室）
施設管理部施設整備課
長

1973/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

1972年度 建築 実施設計 構造計算書（ボイラー室）
施設管理部施設整備課
長

1973/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

1972年度 建築 実施設計 構造計算書（観測所）
施設管理部施設整備課
長

1973/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

1972年度 建築 実施設計 構造計算書（観測所）
施設管理部施設整備課
長

1973/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

1972年度 建築 実施設計 構造計算書（基礎医学研究棟別館）
施設管理部施設整備課
長

1973/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

1972年度 建築 実施設計 構造計算書（研究棟・宿泊棟）
施設管理部施設整備課
長

1973/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

1972年度 建築 実施設計 構造計算書（高エネルギー原子核室）
施設管理部施設整備課
長

1973/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

1972年度 建築 実施設計 構造計算書（第２理科系食堂）
施設管理部施設整備課
長

1973/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

1972年度 建築 実施設計 構造計算書（超高圧高温発生装置室）
施設管理部施設整備課
長

1973/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

1972年度 建築 実施設計 構造計算書（平針宿舎Ａ棟）
施設管理部施設整備課
長

1973/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

1972年度 建築 実施設計 構造計算書（平針宿舎Ｂ棟）
施設管理部施設整備課
長

1973/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

1972年度 建築 実施設計 構造計算書（平針宿舎Ｃ棟）
施設管理部施設整備課
長

1973/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

1972年度 建築 実施設計 構造計算書（平針宿舎Ｄ棟）
施設管理部施設整備課
長

1973/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

1972年度 建築 実施設計 設計図書（コバルト治療室
施設管理部施設整備課
長

1973/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

1972年度 建築 実施設計 設計図書（ボイラー室
施設管理部施設整備課
長

1973/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

1972年度 建築 実施設計 設計図書（観測所
施設管理部施設整備課
長

1973/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管
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1972年度 建築 実施設計 設計図書（基礎医学研究棟別館
施設管理部施設整備課
長

1973/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

1972年度 建築 実施設計 設計図書（研究棟・宿泊棟
施設管理部施設整備課
長

1973/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

1972年度 建築 実施設計 設計図書（高エネルギー原子核室
施設管理部施設整備課
長

1973/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

1972年度 建築 実施設計 設計図書（第２理科系食堂
施設管理部施設整備課
長

1973/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

1972年度 建築 実施設計 設計図書（超高圧高温発生装置室
施設管理部施設整備課
長

1973/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

1972年度 建築 実施設計 設計図書（平針宿舎Ａ棟
施設管理部施設整備課
長

1973/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

1972年度 建築 実施設計 設計図書（平針宿舎Ｂ棟
施設管理部施設整備課
長

1973/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

1972年度 建築 実施設計 設計図書（平針宿舎Ｃ棟
施設管理部施設整備課
長

1973/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

1972年度 建築 実施設計 設計図書（平針宿舎Ｄ棟
施設管理部施設整備課
長

1973/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

1973年度 建築 実施設計 構造計算書（猪高町宿舎）
施設管理部施設整備課
長

1974/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

1974年度 建築 実施設計 構造計算書（観測所）
施設管理部施設整備課
長

1975/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

1974年度 建築 実施設計 設計図書（観測所
施設管理部施設整備課
長

1975/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

1974年度 建築 実施設計 設計図書（職員宿舎
施設管理部施設整備課
長

1975/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

1974年度 建築 実施設計 設計図書（農機具庫
施設管理部施設整備課
長

1975/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

1974年度 建築 実施設計 地盤調査報告書（語学センター新営地質調査工事
施設管理部施設整備課
長

1975/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

1974年度 建築 実施設計 地盤調査報告書（矢田町宿舎新営地質調査工事
施設管理部施設整備課
長

1975/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

1975年度 建築 実施設計 構造計算書（電源室）
施設管理部施設整備課
長

1976/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

1975年度 建築 実施設計 構造計算書（矢田町宿舎１号棟）
施設管理部施設整備課
長

1976/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

1975年度 建築 実施設計 構造計算書（留学生会館）
施設管理部施設整備課
長

1976/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

1975年度 建築 実施設計 設計図書（馬術部合宿所
施設管理部施設整備課
長

1976/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

1975年度 建築 実施設計 設計図書（矢田町宿舎１号棟
施設管理部施設整備課
長

1976/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

1975年度 建築 実施設計 設計図書（留学生会館
施設管理部施設整備課
長

1976/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

1975年度 建築 実施設計
地盤調査報告書（プラズマ研究所トーラス装置室その他
新営地質調査

施設管理部施設整備課
長

1976/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

1975年度 建築 実施設計
地盤調査報告書（医学部附属病院看護婦宿舎新営に伴
う地質調査

施設管理部施設整備課
長

1976/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

1976年度 建築 実施設計 構造計算書（共同教育研究施設第3実験棟）
施設管理部施設整備課
長

1977/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

1976年度 建築 実施設計 構造計算書（中性子及びレーザー実験）
施設管理部施設整備課
長

1977/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

1976年度 建築 実施設計 設計図書（ＳＰＦ動物飼育室
施設管理部施設整備課
長

1977/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

1976年度 建築 実施設計 設計図書（共同教育研究施設第3
施設管理部施設整備課
長

1977/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

1976年度 建築 実施設計 設計図書（中性子及びレーザー実験
施設管理部施設整備課
長

1977/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

1976年度 建築 実施設計
地盤調査報告書（鶴舞団地基幹整備受水槽取設（地質調
査）工事

施設管理部施設整備課
長

1977/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

1976年度 建築 実施設計
地盤調査報告書（東山団地大学会館その他新営地質調
査工事　Ａ地区

施設管理部施設整備課
長

1977/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

1976年度 建築 実施設計
地盤調査報告書（東山団地大学会館その他新営地質調
査工事　Ｂ地区

施設管理部施設整備課
長

1977/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 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

備考

1976年度 建築 実施設計
地盤調査報告書（東山団地大学会館その他新営地質調
査工事　Ｃ地区

施設管理部施設整備課
長

1977/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

1976年度 建築 実施設計 地盤調査報告書（矢田町宿舎２号棟新営地質調査工事
施設管理部施設整備課
長

1977/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

1976年度 建築 実施設計
地盤調査報告書（理学部地震予知センター及び分子生物
校舎その他新営工事地質調査

施設管理部施設整備課
長

1977/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

1977年度 建築 実施設計 構造計算書（アイソトープセンター）
施設管理部施設整備課
長

1978/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

1977年度 建築 実施設計 構造計算書（極超高圧発生装置室）
施設管理部施設整備課
長

1978/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

1977年度 建築 実施設計 構造計算書（総合保体科学センター）
施設管理部施設整備課
長

1978/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

1977年度 建築 実施設計 構造計算書（大気水圏研究所本館）
施設管理部施設整備課
長

1978/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

1977年度 建築 実施設計 構造計算書（北部厚生会館）
施設管理部施設整備課
長

1978/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

1977年度 建築 実施設計 設計図書（アイソトープセンター
施設管理部施設整備課
長

1978/04/01 無期限 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

1977年度 建築 実施設計 設計図書（極超高圧発生装置室
施設管理部施設整備課
長

1978/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

1977年度 建築 実施設計 設計図書（総合保体科学センター
施設管理部施設整備課
長

1978/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

1977年度 建築 実施設計 設計図書（大気水圏研究所本館
施設管理部施設整備課
長

1978/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

1977年度 建築 実施設計 設計図書（動植物実験室
施設管理部施設整備課
長

1978/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

1977年度 建築 実施設計 設計図書（矢田町宿舎２号棟
施設管理部施設整備課
長

1978/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

1977年度 建築 実施設計 耐震診断報告書（アイソトープセンター
施設管理部施設整備課
長

1978/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

1977年度 建築 実施設計
地盤調査報告書（プラズマ研究所第２本館増築その他地
質調査工事（Ａ地区）

施設管理部施設整備課
長

1978/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

1977年度 建築 実施設計
地盤調査報告書（プラズマ研究所第２本館増築その他地
質調査工事（Ｂ地区）

施設管理部施設整備課
長

1978/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

1977年度 建築 実施設計
地盤調査報告書（プラズマ研究所第２本館増築その他地
質調査工事（Ｃ地区）

施設管理部施設整備課
長

1978/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

1978年度 建築 実施設計 構造計算書（牛舎）
施設管理部施設整備課
長

1979/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

1978年度 建築 実施設計 構造計算書（教育学部本館）
施設管理部施設整備課
長

1979/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

1978年度 建築 実施設計 構造計算書（附属学校格技場）
施設管理部施設整備課
長

1979/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

1978年度 建築 実施設計 設計図書（牛舎
施設管理部施設整備課
長

1979/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

1978年度 建築 実施設計 設計図書（教育学部本館
施設管理部施設整備課
長

1979/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

1978年度 建築 実施設計 設計図書（附属学校格技場
施設管理部施設整備課
長

1979/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

1978年度 建築 実施設計 設計図書（本館
施設管理部施設整備課
長

1979/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

1978年度 建築 実施設計
地盤調査報告書（医学部附属病院分院看護婦宿舎新営
地質調査工事

施設管理部施設整備課
長

1979/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

1978年度 建築 実施設計
地盤調査報告書（医学部附属病院分院診療棟病棟その
他新営地質調査工事

施設管理部施設整備課
長

1979/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

1978年度 建築 実施設計
地盤調査報告書（医学部附属病院分院診療棟病棟その
他新営地質調査工事

施設管理部施設整備課
長

1979/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

1978年度 建築 実施設計
地盤調査報告書（環境医学研究所研究室実験室新営地
質調査工事

施設管理部施設整備課
長

1979/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

1978年度 建築 実施設計
地盤調査報告書（東海地区国立大学共同利用研修施設
新営地質調査工事

施設管理部施設整備課
長

1979/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

1978年度 建築 実施設計
地盤調査報告書（理学部化学科校舎新営その他地質調
査工事（Ａ地区）

施設管理部施設整備課
長

1979/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

1978年度 建築 実施設計
地盤調査報告書（理学部化学科校舎新営その他地質調
査工事（Ｂ地区）

施設管理部施設整備課
長

1979/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管
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1978年度 建築 実施設計
地盤調査報告書（理学部化学科校舎新営その他地質調
査工事（B地区）

施設管理部施設整備課
長

1979/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

1979年度 建築 実施設計 構造計算書（コバルト60照射室）
施設管理部施設整備課
長

1980/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

1979年度 建築 実施設計 構造計算書（化学科校舎）
施設管理部施設整備課
長

1980/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

1979年度 建築 実施設計 構造計算書（環境整備棟）
施設管理部施設整備課
長

1980/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

1979年度 建築 実施設計 構造計算書（共同研究者宿泊棟）
施設管理部施設整備課
長

1980/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

1979年度 建築 実施設計 構造計算書（職員クラブ）
施設管理部施設整備課
長

1980/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

1979年度 建築 実施設計 構造計算書（倉庫）
施設管理部施設整備課
長

1980/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

1979年度 建築 実施設計 構造計算書（総合校舎講義棟）
施設管理部施設整備課
長

1980/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

1979年度 建築 実施設計 構造計算書（南館）
施設管理部施設整備課
長

1980/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

1979年度 建築 実施設計 構造計算書（本館）
施設管理部施設整備課
長

1980/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

1979年度 建築 実施設計 設計図書（エネルギーセンター
施設管理部施設整備課
長

1980/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

1979年度 建築 実施設計 設計図書（ギヤーポンプ室
施設管理部施設整備課
長

1980/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

1979年度 建築 実施設計 設計図書（コバルト60照射室
施設管理部施設整備課
長

1980/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

1979年度 建築 実施設計 設計図書（化学科校舎
施設管理部施設整備課
長

1980/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

1979年度 建築 実施設計 設計図書（環境整備棟
施設管理部施設整備課
長

1980/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

1979年度 建築 実施設計 設計図書（共同研究者宿泊棟
施設管理部施設整備課
長

1980/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

1979年度 建築 実施設計 設計図書（研修センター
施設管理部施設整備課
長

1980/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

1979年度 建築 実施設計 設計図書（職員クラブ
施設管理部施設整備課
長

1980/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

1979年度 建築 実施設計 設計図書（倉庫
施設管理部施設整備課
長

1980/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

1979年度 建築 実施設計 設計図書（総合校舎講義棟
施設管理部施設整備課
長

1980/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

1979年度 建築 実施設計 設計図書（南館
施設管理部施設整備課
長

1980/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

1979年度 建築 実施設計 設計図書（本館
施設管理部施設整備課
長

1980/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

1979年度 建築 実施設計
地盤調査報告書（化学測定機器センター新営地質調査工
事

施設管理部施設整備課
長

1980/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

1979年度 建築 実施設計
地盤調査報告書（工学部土圧研究施設地盤工学専攻校
舎新営地質調査工事

施設管理部施設整備課
長

1980/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

1979年度 建築 実施設計
地盤調査報告書（附属図書館新営地質調査（その１）工
事

施設管理部施設整備課
長

1980/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

1979年度 建築 実施設計
地盤調査報告書（附属図書館新営地質調査（その２）工
事

施設管理部施設整備課
長

1980/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

1980年度 建築 実施設計 構造計算書（第６屋外運動場倉庫）
施設管理部施設整備課
長

1981/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

1980年度 建築 実施設計 構造計算書（地盤工学実験棟）
施設管理部施設整備課
長

1981/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

1980年度 建築 実施設計 構造計算書（農学部５号館）
施設管理部施設整備課
長

1981/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

1980年度 建築 実施設計 設計図書（アイソトープ貯蔵庫
施設管理部施設整備課
長

1981/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

1980年度 建築 実施設計 設計図書（ポンプ室
施設管理部施設整備課
長

1981/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

1980年度 建築 実施設計 設計図書（実験実習棟
施設管理部施設整備課
長

1981/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管
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1980年度 建築 実施設計 設計図書（地圏実験室
施設管理部施設整備課
長

1981/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

1980年度 建築 実施設計 設計図書（庁舎
施設管理部施設整備課
長

1981/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

1980年度 建築 実施設計 設計図書（庁舎
施設管理部施設整備課
長

1981/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

1980年度 建築 実施設計 設計図書（農学部５号館
施設管理部施設整備課
長

1981/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

1980年度 建築 実施設計 設計図書（農機具庫
施設管理部施設整備課
長

1981/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

1980年度 建築 実施設計 耐震診断報告書（農学部５号館
施設管理部施設整備課
長

1981/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

1980年度 建築 実施設計
地盤調査報告書（医学部附属病院中央材料部新営地質
調査工事

施設管理部施設整備課
長

1981/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

1980年度 建築 実施設計 地盤調査報告書（国際交流会館新営地質調査工事
施設管理部施設整備課
長

1981/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

1981年度 建築 実施設計 構造計算書（レジデンス管理棟）
施設管理部施設整備課
長

1982/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

1981年度 建築 実施設計 構造計算書（警務員室、車庫）
施設管理部施設整備課
長

1982/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

1981年度 建築 実施設計 構造計算書（工学部６号館）
施設管理部施設整備課
長

1982/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

1981年度 建築 実施設計 構造計算書（材料棟）
施設管理部施設整備課
長

1982/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

1981年度 建築 実施設計 構造計算書（淡水魚類系統保存施設）
施設管理部施設整備課
長

1982/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

1981年度 建築 実施設計 構造計算書（超低温物理実験室）
施設管理部施設整備課
長

1982/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

1981年度 建築 実施設計 構造計算書（超低温物理実験室）
施設管理部施設整備課
長

1982/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

1981年度 建築 実施設計 構造計算書（特殊診療棟）
施設管理部施設整備課
長

1982/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

1981年度 建築 実施設計 構造計算書（保健管理センター）
施設管理部施設整備課
長

1982/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

1981年度 建築 実施設計 設計図書（レジデンス管理棟
施設管理部施設整備課
長

1982/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

1981年度 建築 実施設計 設計図書（工学部６号館
施設管理部施設整備課
長

1982/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

1981年度 建築 実施設計 設計図書（材料棟
施設管理部施設整備課
長

1982/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

1981年度 建築 実施設計 設計図書（車庫
施設管理部施設整備課
長

1982/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

1981年度 建築 実施設計 設計図書（第二牛舎
施設管理部施設整備課
長

1982/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

1981年度 建築 実施設計 設計図書（淡水魚類系統保存施設
施設管理部施設整備課
長

1982/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

1981年度 建築 実施設計 設計図書（超低温物理実験室
施設管理部施設整備課
長

1982/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

1981年度 建築 実施設計 設計図書（特殊診療棟
施設管理部施設整備課
長

1982/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

1981年度 建築 実施設計 設計図書（保健管理センター
施設管理部施設整備課
長

1982/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

1981年度 建築 実施設計 設計図書（葉蛋白製造工場
施設管理部施設整備課
長

1982/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

1981年度 建築 実施設計
地盤調査報告書（アイソトープ総合センター分館新営地質
調査工事

施設管理部施設整備課
長

1982/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

1981年度 建築 実施設計
地盤調査報告書（医学部附属病院分娩部等新営地質調
査工事

施設管理部施設整備課
長

1982/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

1981年度 建築 実施設計
地盤調査報告書（医療技術短期大学部福利施設新営地
盤調査

施設管理部施設整備課
長

1982/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

1981年度 建築 実施設計 地盤調査報告書（総合語学センター新営地質調査
施設管理部施設整備課
長

1982/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

1981年度 建築 実施設計 地盤調査報告書（廃液処理施設等新営地質調査工事
施設管理部施設整備課
長

1982/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管
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1982年度 建築 実施設計 構造計算書（アイソトープ分館）
施設管理部施設整備課
長

1983/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

1982年度 建築 実施設計 構造計算書（音楽練習室）
施設管理部施設整備課
長

1983/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

1982年度 建築 実施設計 構造計算書（共同教育研究施設第4実験棟）
施設管理部施設整備課
長

1983/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

1982年度 建築 実施設計 構造計算書（厚生会館）
施設管理部施設整備課
長

1983/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

1982年度 建築 実施設計 構造計算書（高温エネルギー変換研究センター）
施設管理部施設整備課
長

1983/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

1982年度 建築 実施設計 構造計算書（超高圧電子顕微鏡室）
施設管理部施設整備課
長

1983/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

1982年度 建築 実施設計 設計図書（アイソトープ分館
施設管理部施設整備課
長

1983/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

1982年度 建築 実施設計 設計図書（音楽練習室
施設管理部施設整備課
長

1983/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

1982年度 建築 実施設計 設計図書（危険物薬品庫
施設管理部施設整備課
長

1983/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

1982年度 建築 実施設計 設計図書（共同教育研究施設第4
施設管理部施設整備課
長

1983/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

1982年度 建築 実施設計 設計図書（厚生会館
施設管理部施設整備課
長

1983/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

1982年度 建築 実施設計 設計図書（超高圧電子顕微鏡室
施設管理部施設整備課
長

1983/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

1982年度 建築 実施設計 設計図書（鶴友会館
施設管理部施設整備課
長

1983/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

1982年度 建築 実施設計
地盤調査報告書（プラズマ研究所トリチウム実験装置室
等新営その他地質調査工事

施設管理部施設整備課
長

1983/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

1982年度 建築 実施設計
地盤調査報告書（空電研究所資料解析センター新営地質
調査工事

施設管理部施設整備課
長

1983/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

1982年度 建築 実施設計
地盤調査報告書（工学部防災安全工学等研究室新営そ
の他地質調査工事

施設管理部施設整備課
長

1983/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

1982年度 建築 実施設計 地盤調査報告書（東山団地基幹整備地質調査工事
施設管理部施設整備課
長

1983/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

1983年度 建築 実施設計 構造計算書（研究実験棟）
施設管理部施設整備課
長

1984/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

1983年度 建築 実施設計 構造計算書（研修センター体育館）
施設管理部施設整備課
長

1984/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

1983年度 建築 実施設計 構造計算書（言語文化部）
施設管理部施設整備課
長

1984/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

1983年度 建築 実施設計 構造計算書（資料解析センター）
施設管理部施設整備課
長

1984/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

1983年度 建築 実施設計 構造計算書（大気水圏研究所分館）
施設管理部施設整備課
長

1984/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

1983年度 建築 実施設計 構造計算書（動物飼育・心理実験室）
施設管理部施設整備課
長

1984/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

1983年度 建築 実施設計 構造計算書（南部厚生会館）
施設管理部施設整備課
長

1984/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

1983年度 建築 実施設計 構造計算書（年代測定資料センター）
施設管理部施設整備課
長

1984/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

1983年度 建築 実施設計 設計図書（観測装置室
施設管理部施設整備課
長

1984/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

1983年度 建築 実施設計 設計図書（研究実験棟
施設管理部施設整備課
長

1984/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

1983年度 建築 実施設計 設計図書（研修センター体育館
施設管理部施設整備課
長

1984/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

1983年度 建築 実施設計 設計図書（言語文化部
施設管理部施設整備課
長

1984/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

1983年度 建築 実施設計 設計図書（資料解析センター
施設管理部施設整備課
長

1984/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

1983年度 建築 実施設計 設計図書（大気水圏研究所分館
施設管理部施設整備課
長

1984/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

1983年度 建築 実施設計 設計図書（動物飼育・心理実験室
施設管理部施設整備課
長

1984/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 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

備考

1983年度 建築 実施設計 設計図書（南部厚生会館
施設管理部施設整備課
長

1984/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

1983年度 建築 実施設計
地盤調査報告書（工学部電子機械工学科研究棟新営地
質調査工事

施設管理部施設整備課
長

1984/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

1983年度 建築 実施設計 地盤調査報告書（鶴舞地区福利施設新営地質調査工事
施設管理部施設整備課
長

1984/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

1983年度 建築 実施設計
地盤調査報告書（東山団地基幹整備地質調査工事（その
２）

施設管理部施設整備課
長

1984/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

1984年度 建築 実施設計 構造計算書（給水施設棟）
施設管理部施設整備課
長

1985/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

1984年度 建築 実施設計 構造計算書（中央操作室）
施設管理部施設整備課
長

1985/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

1984年度 建築 実施設計 構造計算書（附属学校体育館・校舎）
施設管理部施設整備課
長

1985/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

1984年度 建築 実施設計 構造計算書（福利施設）
施設管理部施設整備課
長

1985/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

1984年度 建築 実施設計 構造計算書（本部庁舎１号館）
施設管理部施設整備課
長

1985/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

1984年度 建築 実施設計 設計図書（観測装置室
施設管理部施設整備課
長

1985/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

1984年度 建築 実施設計 設計図書（馬術部倉庫
施設管理部施設整備課
長

1985/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

1984年度 建築 実施設計 設計図書（附属学校体育館・校舎
施設管理部施設整備課
長

1985/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

1984年度 建築 実施設計 設計図書（福利施設
施設管理部施設整備課
長

1985/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

1984年度 建築 実施設計 設計図書（本部庁舎１号館
施設管理部施設整備課
長

1985/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

1984年度 建築 実施設計 地盤調査報告書（医学部動物実験施設新営地盤調査
施設管理部施設整備課
長

1985/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

1984年度 建築 実施設計
地盤調査報告書（医療技術短期大学部校舎新営地盤調
査

施設管理部施設整備課
長

1985/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

1984年度 建築 実施設計
地盤調査報告書（教育学部附属中・高等学校体育館・校
舎新営地質調査工事

施設管理部施設整備課
長

1985/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

1985年度 建築 実施設計 構造計算書（解剖教育施設保存棟）
施設管理部施設整備課
長

1986/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

1985年度 建築 実施設計 構造計算書（守衛室）
施設管理部施設整備課
長

1986/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

1985年度 建築 実施設計 構造計算書（大型計算機センター）
施設管理部施設整備課
長

1986/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

1985年度 建築 実施設計 構造計算書（第３屋外運動場倉庫）
施設管理部施設整備課
長

1986/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

1985年度 建築 実施設計 構造計算書（天然放射能測定室）
施設管理部施設整備課
長

1986/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

1985年度 建築 実施設計 構造計算書（電気室）
施設管理部施設整備課
長

1986/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

1985年度 建築 実施設計 構造計算書（保健学科別館）
施設管理部施設整備課
長

1986/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

1985年度 建築 実施設計 構造計算書（理学部Ｅ館）
施設管理部施設整備課
長

1986/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

1985年度 建築 実施設計 設計図書（解剖教育施設保存棟
施設管理部施設整備課
長

1986/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

1985年度 建築 実施設計 設計図書（観測装置室
施設管理部施設整備課
長

1986/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

1985年度 建築 実施設計 設計図書（守衛室
施設管理部施設整備課
長

1986/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

1985年度 建築 実施設計 設計図書（職員宿舎
施設管理部施設整備課
長

1986/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

1985年度 建築 実施設計 設計図書（大型計算機センター
施設管理部施設整備課
長

1986/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

1985年度 建築 実施設計 設計図書（保健学科別館
施設管理部施設整備課
長

1986/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

1985年度 建築 実施設計 設計図書（理学部Ｅ館
施設管理部施設整備課
長

1986/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管
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1985年度 建築 実施設計
地盤調査報告書（医学部動物実験施設新営その他工事
の内地耐力試験

施設管理部施設整備課
長

1986/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

1985年度 建築 実施設計
地盤調査報告書（理学部新野地震予知観測施設新設工
事（新野観測点）

施設管理部施設整備課
長

1986/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

1986年度 建築 実施設計 構造計算書（動物実験施設）
施設管理部施設整備課
長

1987/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

1986年度 建築 実施設計 設計図書（動物実験施設
施設管理部施設整備課
長

1987/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

1987年度 建築 実施設計 構造計算書（原子核第１特別実験棟）
施設管理部施設整備課
長

1988/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

1987年度 建築 実施設計 構造計算書（工学部４・５号館）
施設管理部施設整備課
長

1988/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

1987年度 建築 実施設計 構造計算書（工学部８号館）
施設管理部施設整備課
長

1988/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

1987年度 建築 実施設計 構造計算書（高気圧治療室）
施設管理部施設整備課
長

1988/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

1987年度 建築 実施設計 構造計算書（総合校舎本館）
施設管理部施設整備課
長

1988/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

1987年度 建築 実施設計 構造計算書（体育系課外共用施設）
施設管理部施設整備課
長

1988/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

1987年度 建築 実施設計 構造計算書（堆肥乾燥ハウス）
施設管理部施設整備課
長

1988/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

1987年度 建築 実施設計 構造計算書（変電室）
施設管理部施設整備課
長

1988/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

1987年度 建築 実施設計 設計図書（原子核第１特別実験棟
施設管理部施設整備課
長

1988/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

1987年度 建築 実施設計 設計図書（工学部４・５号館
施設管理部施設整備課
長

1988/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

1987年度 建築 実施設計 設計図書（工学部８号館
施設管理部施設整備課
長

1988/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

1987年度 建築 実施設計 設計図書（高気圧治療室
施設管理部施設整備課
長

1988/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

1987年度 建築 実施設計 設計図書（総合校舎本館
施設管理部施設整備課
長

1988/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

1987年度 建築 実施設計 設計図書（体育系課外共用施設
施設管理部施設整備課
長

1988/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

1987年度 建築 実施設計 設計図書（堆肥乾燥ハウス
施設管理部施設整備課
長

1988/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

1987年度 建築 実施設計 耐震診断報告書（総合校舎本館
施設管理部施設整備課
長

1988/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

1987年度 建築 実施設計
地盤調査報告書（医学部附属病院ＭＲＩ－ＣＴ装置棟新営
地盤調査

施設管理部施設整備課
長

1988/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

1987年度 建築 実施設計 地盤調査報告書（工学部情報工学科校舎新営地盤調査
施設管理部施設整備課
長

1988/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

1988年度 建築 実施設計 構造計算書（レジデンス宿舎棟）
施設管理部施設整備課
長

1989/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

1988年度 建築 実施設計 構造計算書（屋内運動場）
施設管理部施設整備課
長

1989/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

1988年度 建築 実施設計 設計図書（レジデンス宿舎棟
施設管理部施設整備課
長

1989/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

1988年度 建築 実施設計 設計図書（屋内運動場
施設管理部施設整備課
長

1989/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

1988年度 建築 実施設計
地盤調査報告書（理学部地中地震計観測施設新営工事
（宇賀渓観測点）

施設管理部施設整備課
長

1989/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

1988年度 建築 実施設計
地盤調査報告書（理学部分子生物学科校舎新営地盤調
査

施設管理部施設整備課
長

1989/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

1989年度 建築 実施設計 構造計算書（工学部７号館Ｂ棟）
施設管理部施設整備課
長

1990/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

1989年度 建築 実施設計 構造計算書（理学部Ｇ館）
施設管理部施設整備課
長

1990/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

1989年度 建築 実施設計 設計図書（工学部７号館Ｂ棟
施設管理部施設整備課
長

1990/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

1989年度 建築 実施設計 設計図書（理学部Ｇ館
施設管理部施設整備課
長

1990/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管
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1989年度 建築 実施設計 耐震診断報告書（工学部７号館Ｂ棟
施設管理部施設整備課
長

1990/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

1989年度 建築 実施設計
地盤調査報告書（東山先端技術共同研究センター新営地
盤調査

施設管理部施設整備課
長

1990/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

1990年度 建築 実施設計 地盤調査報告書（鶴舞団地地盤調査
施設管理部施設整備課
長

1991/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

1990年度 建築 実施設計 地盤調査報告書（鶴舞団地地盤調査
施設管理部施設整備課
長

1991/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

1991年度 建築 実施設計 構造計算書（文学部本館）
施設管理部施設整備課
長

1992/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

1991年度 建築 実施設計 設計図書（文学部本館）
施設管理部施設整備課
長

1992/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

1991年度 建築 実施設計 耐力度調査報告書（文学部本館）
施設管理部施設整備課
長

1992/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

1991年度 建築 実施設計
地盤調査報告書（太陽地球環境研究所太陽粒子放射観
測装置建設予定地質調査

施設管理部施設整備課
長

1992/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

1992年度 建築 実施設計 構造計算書（本部庁舎３号館）
施設管理部施設整備課
長

1993/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

1992年度 建築 実施設計 構造計算書（名大シンポジオン）
施設管理部施設整備課
長

1993/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

1992年度 建築 実施設計 設計図書（高等教育研究棟
施設管理部施設整備課
長

1993/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

1992年度 建築 実施設計 設計図書（実験動物舎
施設管理部施設整備課
長

1993/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

1992年度 建築 実施設計 設計図書（本部庁舎３号館
施設管理部施設整備課
長

1993/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

1992年度 建築 実施設計 設計図書（名大シンポジオン
施設管理部施設整備課
長

1993/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

1992年度 建築 実施設計 地盤調査報告書（工学部校舎（９号館）新営地盤調査
施設管理部施設整備課
長

1993/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

1992年度 建築 実施設計 地盤調査報告書（東山団地基幹整備（地盤調査）工事
施設管理部施設整備課
長

1993/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

1992年度 建築 実施設計 地盤調査報告書（東山団地基幹整備（地盤調査）工事
施設管理部施設整備課
長

1993/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

1992年度 建築 実施設計
地盤調査報告書（理学部化学科校舎新営その他地質調
査工事（Ｃ地区）

施設管理部施設整備課
長

1993/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

1993年度 建築 実施設計 構造計算書（アメニティハウス）
施設管理部施設整備課
長

1994/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

1993年度 建築 実施設計 構造計算書（工学部９号館）
施設管理部施設整備課
長

1994/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

1993年度 建築 実施設計 構造計算書（航空・機械実験棟）
施設管理部施設整備課
長

1994/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

1993年度 建築 実施設計 構造計算書（水理実験棟）
施設管理部施設整備課
長

1994/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

1993年度 建築 実施設計 構造計算書（農作物等収納舎）
施設管理部施設整備課
長

1994/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

1993年度 建築 実施設計 設計図書（アメニティハウス
施設管理部施設整備課
長

1994/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

1993年度 建築 実施設計 設計図書（工学部９号館
施設管理部施設整備課
長

1994/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

1993年度 建築 実施設計 設計図書（航空・機械実験棟
施設管理部施設整備課
長

1994/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

1993年度 建築 実施設計 設計図書（水理実験棟
施設管理部施設整備課
長

1994/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

1993年度 建築 実施設計 設計図書（農作物等収納舎
施設管理部施設整備課
長

1994/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

1993年度 建築 実施設計
地盤調査報告書（医学部附属病院看護婦宿舎新営地盤
調査

施設管理部施設整備課
長

1994/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

1993年度 建築 実施設計
地盤調査報告書（医学部附属病院病院病棟新営地盤調
査

施設管理部施設整備課
長

1994/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

1993年度 建築 実施設計 地盤調査報告書（環境医学研究所実験棟新営地盤調査
施設管理部施設整備課
長

1994/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

1993年度 建築 実施設計
地盤調査報告書（工学部研究実験棟（１号館）新営地盤
調査

施設管理部施設整備課
長

1994/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管
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1993年度 建築 実施設計 地盤調査報告書（附属図書館新営地盤調査
施設管理部施設整備課
長

1994/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

1994年度 建築 実施設計 構造計算書（屋内プール棟）
施設管理部施設整備課
長

1995/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

1994年度 建築 実施設計 構造計算書（環境医学研究所北館）
施設管理部施設整備課
長

1995/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

1994年度 建築 実施設計 構造計算書（図書館）
施設管理部施設整備課
長

1995/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

1994年度 建築 実施設計 設計図書（屋内プール棟
施設管理部施設整備課
長

1995/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

1994年度 建築 実施設計 設計図書（環境医学研究所北館
施設管理部施設整備課
長

1995/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

1994年度 建築 実施設計 設計図書（看護婦宿舎
施設管理部施設整備課
長

1995/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

1994年度 建築 実施設計 設計図書（図書館
施設管理部施設整備課
長

1995/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

1994年度 建築 実施設計 設計図書（馬術部更衣室
施設管理部施設整備課
長

1995/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

1994年度 建築 実施設計 設計図書（文部省工事事務所
施設管理部施設整備課
長

1995/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

1994年度 建築 実施設計 耐震診断報告書（本部庁舎２号館
施設管理部施設整備課
長

1995/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

1994年度 建築 実施設計
地盤調査報告書（東山団地基幹整備（電気設備）工事（そ
の５）

施設管理部施設整備課
長

1995/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

1994年度 建築 実施設計
地盤調査報告書（東山団地基幹整備（電気設備）工事（そ
の６）

施設管理部施設整備課
長

1995/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

1994年度 建築 実施設計
地盤調査報告書（東山団地基幹整備（電気設備）工事（そ
の６）

施設管理部施設整備課
長

1995/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

1994年度 建築 実施設計 地盤調査報告書（附属病院病棟新営工事
施設管理部施設整備課
長

1995/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

1994年度 建築 実施設計
地盤調査報告書（理学部附属地震火山観測地域センター
観測井等新営工事（開田観測点）

施設管理部施設整備課
長

1995/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

1994年度 建築 実施設計
地盤調査報告書（理学部附属地震火山観測地域センター
観測井等新営工事（知多観測点）

施設管理部施設整備課
長

1995/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

1994年度 建築 実施設計
地盤調査報告書（理学部附属地震火山観測地域センター
観測井等新営工事（南伊豆観測点）

施設管理部施設整備課
長

1995/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

1994年度 建築 実施設計
地盤調査報告書（理学部附属地震火山観測地域センター
観測井等新営工事（美杉観測点）

施設管理部施設整備課
長

1995/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

1994年度 建築 実施設計
地盤調査報告書（理学部附属地震火山観測地域センター
観測井等新営工事（豊田観測点）

施設管理部施設整備課
長

1995/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

1995年度 建築 実施設計 構造計算書（エネルギーセンター）
施設管理部施設整備課
長

1996/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

1995年度 建築 実施設計 構造計算書（エネルギーセンター棟）
施設管理部施設整備課
長

1996/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

1995年度 建築 実施設計 構造計算書（福利施設棟）
施設管理部施設整備課
長

1996/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

1995年度 建築 実施設計 構造計算書（法経本館・共用館）
施設管理部施設整備課
長

1996/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

1995年度 建築 実施設計 設計図書（エネルギーセンター棟
施設管理部施設整備課
長

1996/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

1995年度 建築 実施設計 設計図書（グリーンサロン東山
施設管理部施設整備課
長

1996/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

1995年度 建築 実施設計 設計図書（生物分子応答研究棟
施設管理部施設整備課
長

1996/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

1995年度 建築 実施設計 設計図書（法経本館・共用館
施設管理部施設整備課
長

1996/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

1995年度 建築 実施設計 耐力度調査報告書（法経本館・共用館
施設管理部施設整備課
長

1996/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

1995年度 建築 実施設計
地盤調査報告書（ベンチャー・ビジネス・ラボラトリー新営
地盤調査

施設管理部施設整備課
長

1996/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

1995年度 建築 実施設計
地盤調査報告書（人間情報学科研究科校舎新営地盤調
査

施設管理部施設整備課
長

1996/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

1995年度 建築 実施設計
地盤調査報告書（理学部附属臨海実験所実験棟新営地
盤調査

施設管理部施設整備課
長

1996/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管
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1996年度 建築 実施設計 構造計算書（Ｖ・Ｂ・Ｌ棟）
施設管理部施設整備課
長

1997/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

1996年度 建築 実施設計 構造計算書（先端技術共同センター）
施設管理部施設整備課
長

1997/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

1996年度 建築 実施設計 構造計算書（理学部Ｄ館）
施設管理部施設整備課
長

1997/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

1996年度 建築 実施設計 設計図書（Ｖ・Ｂ・Ｌ棟
施設管理部施設整備課
長

1997/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

1996年度 建築 実施設計 設計図書（共同教育研究施設第1
施設管理部施設整備課
長

1997/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

1996年度 建築 実施設計 設計図書（実験・宿泊棟
施設管理部施設整備課
長

1997/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

1996年度 建築 実施設計 設計図書（先端技術共同センター
施設管理部施設整備課
長

1997/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

1996年度 建築 実施設計 設計図書（理学部Ｄ館
施設管理部施設整備課
長

1997/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

1996年度 建築 実施設計 地盤調査報告書（医学部附属病院病棟新営地盤調査
施設管理部施設整備課
長

1997/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

1996年度 建築 実施設計 地盤調査報告書（農学部西研究棟改修地盤調査
施設管理部施設整備課
長

1997/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

1996年度 建築 実施設計 地盤調査報告書（理学部校舎新営地盤調査
施設管理部施設整備課
長

1997/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

1997年度 建築 実施設計 構造計算書（人間情報学研究科校舎）
施設管理部施設整備課
長

1998/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

1997年度 建築 実施設計 構造計算書（理学部校舎）
施設管理部施設整備課
長

1998/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

1997年度 建築 実施設計 設計図書（人間情報学研究科校舎
施設管理部施設整備課
長

1998/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

1997年度 建築 実施設計 設計図書（理学部校舎
施設管理部施設整備課
長

1998/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

1997年度 建築 実施設計 地盤調査報告書（国際開発研究科研究棟新営地盤調査
施設管理部施設整備課
長

1998/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

1998年度 建築 実施設計 構造計算書（国際開発研究科校舎）
施設管理部施設整備課
長

1999/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

1998年度 建築 実施設計 設計図書（国際開発研究科校舎
施設管理部施設整備課
長

1999/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

1999年度 建築 工事監理 しゅん功写真（病棟）
施設管理部施設整備課
長

2000/04/01 無期限 - 紙 研究所施設倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

1999年度 建築 実施設計 構造計算書（研究実験棟１）
施設管理部施設整備課
長

2000/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

1999年度 建築 実施設計 構造計算書（病棟）
施設管理部施設整備課
長

2000/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

1999年度 建築 実施設計 設計図書（研究実験棟１
施設管理部施設整備課
長

2000/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

1999年度 建築 実施設計 設計図書（研究棟
施設管理部施設整備課
長

2000/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

1999年度 建築 実施設計 設計図書（動物飼育室
施設管理部施設整備課
長

2000/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

1999年度 建築 実施設計 設計図書（病棟
施設管理部施設整備課
長

2000/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

1999年度 建築 実施設計 耐震診断報告書（図書館・学生食堂
施設管理部施設整備課
長

2000/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

1999年度 建築 実施設計 耐震診断報告書（付属学校中央棟
施設管理部施設整備課
長

2000/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

1999年度 建築 実施設計 地盤調査報告書（（東山）総合研究実験棟新営地盤調査
施設管理部施設整備課
長

2000/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

1999年度 建築 実施設計
地盤調査報告書（医学部校舎（１号館）新営（軸）地盤調
査

施設管理部施設整備課
長

2000/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

1999年度 建築 実施設計
地盤調査報告書（医学部校舎（１号館）新営（軸）地盤調
査

施設管理部施設整備課
長

2000/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

1999年度 建築 実施設計 地盤調査報告書（工学部総合研究棟（2号館)）
施設管理部施設整備課
長

2000/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

2000年度 建築 工事監理 しゅん功写真（総合研究実験棟）
施設管理部施設整備課
長

2002/04/01 無期限 - 紙 研究所施設倉庫 施設管理部施設整備課長 移管
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2000年度 建築 工事監理 しゅん功写真（総合情報教育棟　IB館）
施設管理部施設整備課
長

2002/04/01 無期限 - 紙 研究所施設倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

2000年度 建築 実施設計 構造計算書（総合研究実験棟）
施設管理部施設整備課
長

2002/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

2000年度 建築 実施設計 構造計算書（総合情報教育棟）
施設管理部施設整備課
長

2002/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

2000年度 建築 実施設計 構造計算書（留学生センター）
施設管理部施設整備課
長

2002/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

2000年度 建築 実施設計 設計図書（校舎１号館
施設管理部施設整備課
長

2002/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

2000年度 建築 実施設計 設計図書（総合研究実験棟
施設管理部施設整備課
長

2002/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

2000年度 建築 実施設計 設計図書（総合情報教育棟
施設管理部施設整備課
長

2002/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

2000年度 建築 実施設計 設計図書（留学生センター
施設管理部施設整備課
長

2002/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

2000年度 建築 実施設計 耐震診断報告書（法経本館・共用館
施設管理部施設整備課
長

2002/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

2000年度 建築 実施設計 地盤調査報告書（（山手）国際交流会館）
施設管理部施設整備課
長

2002/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

2000年度 建築 実施設計 地盤調査報告書（（東山）留学生センター新営地盤調査
施設管理部施設整備課
長

2002/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

2000年度 建築 実施設計 地盤調査報告書（蒲郡地区ヨット艇庫）
施設管理部施設整備課
長

2002/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

2000年度 建築 実施設計 地盤調査報告書（蒲郡地区ヨット艇庫）
施設管理部施設整備課
長

2002/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

2000年度 建築 実施設計 地盤調査報告書（蒲郡地区ヨット艇庫新営地盤調査
施設管理部施設整備課
長

2002/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

2000年度 建築 実施設計
地盤調査報告書（教育学部附属学校情報教育棟新営地
盤調査

施設管理部施設整備課
長

2002/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

2001年度 建築 実施設計 構造計算書（総合研究棟）
施設管理部施設整備課
長

2002/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

2001年度 建築 実施設計 設計図書（総合研究棟
施設管理部施設整備課
長

2002/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

2001年度 建築 実施設計 地盤調査報告書（インキュベーションスペース）
施設管理部施設整備課
長

2002/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

2002年度 建築 実施設計 構造計算書（（山手）国際交流会館）
施設管理部施設整備課
長

2003/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

2002年度 建築 実施設計 構造計算書（インキュベーション施設）
施設管理部施設整備課
長

2003/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

2002年度 建築 実施設計 設計図書（インキュベーション施設）
施設管理部施設整備課
長

2003/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

2002年度 建築 実施設計 設計図書（山手）国際交流会館
施設管理部施設整備課
長

2003/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

2002年度 建築 実施設計 地盤調査報告書（医学部附属病院中央診療棟地盤調査）
施設管理部施設整備課
長

2003/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

2002年度 建築 実施設計 地盤調査報告書（総合研究棟１（理系））
施設管理部施設整備課
長

2003/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

2002年度 建築 実施設計 地盤調査報告書（総合研究棟３（環境系））
施設管理部施設整備課
長

2003/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

2002年度 建築 実施設計 地盤調査報告書（総合研究棟３（高等総合））
施設管理部施設整備課
長

2003/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

2003年度 建築 実施設計 構造計算書（学術国際交流施設）
施設管理部施設整備課
長

2004/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

2003年度 建築 実施設計 構造計算書（総合研究棟（環境系））
施設管理部施設整備課
長

2004/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

2003年度 建築 実施設計 構造計算書（総合研究棟（工系）２期）
施設管理部施設整備課
長

2004/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

2003年度 建築 実施設計 構造計算書（総合研究棟（高等））
施設管理部施設整備課
長

2004/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

2003年度 建築 実施設計 構造計算書（総合研究棟（理系））
施設管理部施設整備課
長

2004/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

2003年度 建築 実施設計 構造計算書（野依記念学術交流館）
施設管理部施設整備課
長

2004/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管
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2003年度 建築 実施設計 構造計算書（野依記念物質科学研究棟）
施設管理部施設整備課
長

2004/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

2003年度 建築 実施設計 設計図書（学術国際交流施設）
施設管理部施設整備課
長

2004/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

2003年度 建築 実施設計 設計図書（総合研究棟（環境系））
施設管理部施設整備課
長

2004/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

2003年度 建築 実施設計 設計図書（総合研究棟（工系）２期）
施設管理部施設整備課
長

2004/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

2003年度 建築 実施設計 設計図書（総合研究棟（高等））
施設管理部施設整備課
長

2004/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

2003年度 建築 実施設計 設計図書（総合研究棟（理系））
施設管理部施設整備課
長

2004/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

2003年度 建築 実施設計 設計図書（野依記念学術交流館）
施設管理部施設整備課
長

2004/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

2003年度 建築 実施設計 設計図書（野依記念物質科学研究棟）
施設管理部施設整備課
長

2004/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

2004年度 建築 実施設計 構造計算書（セミナーハウス）
施設管理部施設整備課
長

2005/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

2004年度 建築 実施設計 設計図書（セミナーハウス）
施設管理部施設整備課
長

2005/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

2004年度 建築 実施設計 設計図書（教育学部附属学校（バリアフリー化）
施設管理部施設整備課
長

2005/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

2004年度 建築 実施設計 設計図書（博物館野外観察園温室）
施設管理部施設整備課
長

2005/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

2004年度 建築 実施設計 耐震診断報告書（アイソトープ分館）
施設管理部施設整備課
長

2005/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

2004年度 建築 実施設計 耐震診断報告書（機械学科実験棟）
施設管理部施設整備課
長

2005/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

2004年度 建築 実施設計 耐震診断報告書（強放射能特別実験棟）
施設管理部施設整備課
長

2005/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

2004年度 建築 実施設計 耐震診断報告書（原子核第１特別実験室）
施設管理部施設整備課
長

2005/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

2004年度 建築 実施設計 耐震診断報告書（工学部７号館Ａ棟）
施設管理部施設整備課
長

2005/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

2004年度 建築 実施設計 耐震診断報告書（大幸倉庫）
施設管理部施設整備課
長

2005/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

2004年度 建築 実施設計 耐震診断報告書（大幸団地体育館）
施設管理部施設整備課
長

2005/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

2004年度 建築 実施設計 耐震診断報告書（第２理科系食堂）
施設管理部施設整備課
長

2005/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

2004年度 建築 実施設計 耐震診断報告書（中津川研修センター）
施設管理部施設整備課
長

2005/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

2004年度 建築 実施設計 耐震診断報告書（猪高町宿舎）
施設管理部施設整備課
長

2005/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

2004年度 建築 実施設計 耐震診断報告書（陶生町宿舎）
施設管理部施設整備課
長

2005/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

2004年度 建築 実施設計 耐震診断報告書（特別実験棟）
施設管理部施設整備課
長

2005/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

2004年度 建築 実施設計 耐震診断報告書（農学部管理棟）
施設管理部施設整備課
長

2005/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

2004年度 建築 実施設計 耐震診断報告書（附属学校格技場）
施設管理部施設整備課
長

2005/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

2004年度 建築 実施設計 耐震診断報告書（平針宿舎Ａ棟）
施設管理部施設整備課
長

2005/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

2004年度 建築 実施設計 耐震診断報告書（北部厚生会館）
施設管理部施設整備課
長

2005/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

2004年度 建築 実施設計 耐震診断報告書（留学生会館）
施設管理部施設整備課
長

2005/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

2005年度 建築 実施設計 構造計算書（医学部保健学科校舎新営）
施設管理部施設整備課
長

2006/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

2005年度 建築 実施設計 構造計算書（医学部保健学科校舎新営）
施設管理部施設整備課
長

2006/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

2005年度 建築 実施設計 構造計算書（教育学部附属学校（バリアフリー化Ⅱ期）
施設管理部施設整備課
長

2006/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管
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2005年度 建築 実施設計 設計図書（ボート艇庫）
施設管理部施設整備課
長

2006/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

2005年度 建築 実施設計 設計図書（医学部附属病院中央診療棟）
施設管理部施設整備課
長

2006/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

2005年度 建築 実施設計 設計図書（教育学部附属学校（バリアフリー化Ⅱ期）
施設管理部施設整備課
長

2006/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

2005年度 建築 実施設計 耐震診断報告書（ボート艇庫）
施設管理部施設整備課
長

2006/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

2005年度 建築 実施設計 耐震診断報告書（総合研究棟工３号館改修）
施設管理部施設整備課
長

2006/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

2005年度 建築 実施設計 耐震診断報告書（杁中宿舎１号棟）
施設管理部施設整備課
長

2006/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

2005年度 建築 実施設計 耐震診断報告書（杁中宿舎２号棟）
施設管理部施設整備課
長

2006/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

2005年度 建築 実施設計 耐震診断報告書（杁中宿舎３号棟）
施設管理部施設整備課
長

2006/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

2005年度 建築 実施設計 地盤調査報告書（医学部保健学科校舎新営）
施設管理部施設整備課
長

2006/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

2005年度 建築 実施設計 地盤調査報告書（赤﨑記念研究館新営）
施設管理部施設整備課
長

2006/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

2005年度 建築 実施設計 地盤調査報告書（総合研究棟工３号館改修）
施設管理部施設整備課
長

2006/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

2006年度 建築 実施設計 001-061設計図書（工学部3号館改修）
施設管理部施設整備課
長

2007/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

2006年度 建築 実施設計 001-187設計図書（FOREST（東）改修）
施設管理部施設整備課
長

2007/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

2006年度 建築 実施設計 001-364設計図書（こすもす保育園）
施設管理部施設整備課
長

2007/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

2006年度 建築 実施設計 005-001設計図書（ボート艇庫 増築）
施設管理部施設整備課
長

2007/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

2006年度 建築 実施設計 038-026設計図書（保健学科校舎）
施設管理部施設整備課
長

2007/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

2007年度 建築 実施設計 001-036設計図書（理学部B・Ｃ館改修）
施設管理部施設整備課
長

2008/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

2007年度 建築 実施設計 001-141設計図書（全学教育棟改修）
施設管理部施設整備課
長

2008/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

2007年度 建築 実施設計 001-187設計図書（FOREST（東）改修）
施設管理部施設整備課
長

2008/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

2007年度 建築 実施設計 001-366設計図書（総合運動場多目的棟）
施設管理部施設整備課
長

2008/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

2007年度 建築 実施設計 001-398設計図書（赤﨑記念研究館）
施設管理部施設整備課
長

2008/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

2008年度 建築 実施設計 001-036設計図書（理学部B・Ｃ館改修Ⅱ期）
施設管理部施設整備課
長

2009/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

2008年度 建築 実施設計 001-061設計図書（工学部3号館改修）
施設管理部施設整備課
長

2009/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

2008年度 建築 実施設計 003-106設計図書（外来診療棟（軸））
施設管理部施設整備課
長

2009/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

2008年度 建築 実施設計 003-111設計図書（校舎2号館）
施設管理部施設整備課
長

2009/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

2008年度 建築 実施設計 038-027設計図書（保健学科本館）
施設管理部施設整備課
長

2009/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

2009年度 建築 実施設計 001-039設計図書（理学部Ｅ館 改修）
施設管理部施設整備課
長

2010/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

2009年度 建築 実施設計 001-097設計図書（理学部Ｄ館 改修）
施設管理部施設整備課
長

2010/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

2009年度 建築 実施設計 001-141設計図書（全学教育棟　改修Ⅲ期）
施設管理部施設整備課
長

2010/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

2009年度 建築 実施設計
001-325･170設計図書（本部１号館（改修）・本部２号館
（改修））

施設管理部施設整備課
長

2010/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

2009年度 建築 実施設計 001-368構造計算書（総合運動場複合棟）
施設管理部施設整備課
長

2010/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

2009年度 建築 実施設計 001-368設計図書（総合運動場複合棟）
施設管理部施設整備課
長

2010/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 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

備考

2009年度 建築 実施設計 038-015設計図書（外国人研究所宿泊施設 改修）
施設管理部施設整備課
長

2010/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

2010年度 建築 実施設計 001-032設計図書（理学部Ａ館改修）
施設管理部施設整備課
長

2011/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

2010年度 建築 実施設計 001-080設計図書（工学部5号館改修）
施設管理部施設整備課
長

2011/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

2010年度 建築 実施設計 001-090構造計算書（超高圧電子顕微鏡室）
施設管理部施設整備課
長

2011/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

2010年度 建築 実施設計 001-090設計図書（超高圧電子顕微鏡室）
施設管理部施設整備課
長

2011/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

2010年度 建築 実施設計 001-092設計図書（工学部８号館改修）
施設管理部施設整備課
長

2011/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

2010年度 建築 実施設計 001-096設計図書（化学科校舎改修）
施設管理部施設整備課
長

2011/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

2010年度 建築 実施設計 001-156構造計算書（南部食堂）
施設管理部施設整備課
長

2011/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

2010年度 建築 実施設計 001-156設計図書（南部食堂）
施設管理部施設整備課
長

2011/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

2010年度 建築 実施設計 001-191設計図書（環境医学研究所本館改修）
施設管理部施設整備課
長

2011/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

2010年度 建築 実施設計 001-369構造計算書（こすもす保育園（西）
施設管理部施設整備課
長

2011/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

2010年度 建築 実施設計 001-369設計図書（こすもす保育園（西）
施設管理部施設整備課
長

2011/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

2010年度 建築 実施設計 002-003構造計算書（インターナショナルレジデンス山手）
施設管理部施設整備課
長

2011/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

2010年度 建築 実施設計 002-003設計図書（インターナショナルレジデンス山手）
施設管理部施設整備課
長

2011/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

2010年度 建築 実施設計 003-079構造計算書（看護師宿舎）
施設管理部施設整備課
長

2011/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

2010年度 建築 実施設計 003-079設計図書（看護師宿舎）
施設管理部施設整備課
長

2011/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

2011年度 建築 実施設計 001-104設計図書(農学部講義棟改修）
施設管理部施設整備課
長

2012/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

2011年度 建築 実施設計 001-135設計図書（武道場改修）
施設管理部施設整備課
長

2012/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

2011年度 建築 実施設計 001-152設計図書(体育館改修）
施設管理部施設整備課
長

2012/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

2011年度 建築 実施設計 001-511構造計算書(理学南館）
施設管理部施設整備課
長

2012/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

2011年度 建築 実施設計 001-511設計図書(理学南館）
施設管理部施設整備課
長

2012/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

2011年度 建築 実施設計 001－512構造計算書（ＥＳ総合館）
施設管理部施設整備課
長

2012/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

2011年度 建築 実施設計 001-512設計図書（ＥＳ総合館）
施設管理部施設整備課
長

2012/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

2011年度 建築 実施設計 001-521構造計算書(グリーンビークル材料研究施設）
施設管理部施設整備課
長

2012/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

2011年度 建築 実施設計 001-521設計図書(グリーンビークル材料研究施設）
施設管理部施設整備課
長

2012/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

2011年度 建築 実施設計 005-003構造計算書(ボート部合宿所)
施設管理部施設整備課
長

2012/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

2011年度 建築 実施設計 005-003設計図書（ボート部合宿所）
施設管理部施設整備課
長

2012/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

2011年度 建築 実施設計 020-002構造計算書(馬術部きゅう舎）
施設管理部施設整備課
長

2012/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

2011年度 建築 実施設計 020-002設計図書(馬術部きゅう舎）
施設管理部施設整備課
長

2012/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

2012年度 建築 実施設計 001-508構造計算書(理農館）
施設管理部施設整備課
長

2013/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

2012年度 建築 実施設計 001-508設計図書(理農館）
施設管理部施設整備課
長

2013/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

2012年度 建築 実施設計
102-001構造計算書(石田記念　インターナショナルレジデ
ンス妙見）

施設管理部施設整備課
長

2013/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管
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2012年度 建築 実施設計
102-001設計図書(石田記念　インターナショナルレジデン
ス妙見）

施設管理部施設整備課
長

2013/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

2012年度 建築 実施設計 001-176構造計算書(体育合宿所（改修））
施設管理部施設整備課
長

2013/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

2012年度 建築 実施設計 001-176設計図書(体育合宿所（改修））
施設管理部施設整備課
長

2013/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

2012年度 建築 実施設計 001-229構造計算書(附属学校プール更衣室）
施設管理部施設整備課
長

2013/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

2012年度 建築 実施設計 001-229設計図書(附属学校プール更衣室）
施設管理部施設整備課
長

2013/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

2012年度 建築 実施設計 001-522構造計算書(ガラス温室）
施設管理部施設整備課
長

2013/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

2012年度 建築 実施設計 001-522設計図書(ガラス温室）
施設管理部施設整備課
長

2013/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

2012年度 建築 実施設計 001-523構造計算書(本部4号館（東棟））
施設管理部施設整備課
長

2013/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

2012年度 建築 実施設計 001-523設計図書(本部4号館（東棟））
施設管理部施設整備課
長

2013/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

2012年度 建築 実施設計 001-051設計図書(地球水循環研究センター本館（改修））
施設管理部施設整備課
長

2013/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

2012年度 建築 実施設計
001-065構造計算書(次世代複合材料技術確立支援セン
ター）

施設管理部施設整備課
長

2013/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

2012年度 建築 実施設計
001-065設計図書(次世代複合材料技術確立支援セン
ター）

施設管理部施設整備課
長

2013/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

2012年度 建築 実施設計 001-084設計図書(工学部６号館（改修））
施設管理部施設整備課
長

2013/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

2012年度 建築 実施設計 001-183構造計算書(動物実験施設）
施設管理部施設整備課
長

2013/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

2012年度 建築 実施設計
001-183設計図書(次世代複合材料技術確立支援セン
ター）

施設管理部施設整備課
長

2013/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

2012年度 建築 実施設計 001-524構造計算書(総合研究棟（地域環境系）)
施設管理部施設整備課
長

2013/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

2012年度 建築 実施設計 001-524設計図書(総合研究棟（地域環境系）)
施設管理部施設整備課
長

2013/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

2013年度 建築 実施設計 001-525構造計算書(減災連携研究拠点施設)
施設管理部施設整備課
長

2014/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

2013年度 建築 実施設計 001-525設計図書(減災連携研究拠点施設)
施設管理部施設整備課
長

2014/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

2013年度 建築 実施設計 001-083設計図書(総合研究棟改修（工学系）)
施設管理部施設整備課
長

2014/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

2013年度 建築 実施設計 001-145設計図書(全学教育棟A館改修)
施設管理部施設整備課
長

2014/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

2013年度 建築 実施設計 001-103設計図書(総合研究棟改修（農学系）)
施設管理部施設整備課
長

2014/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

2013年度 建築 実施設計 001-302設計図書(図書館改修)
施設管理部施設整備課
長

2014/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

2013年度 建築 実施設計 001-041設計図書（アイソトープ総合センター訓練棟）
施設管理部施設整備課
長

2014/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

2013年度 建築 実施設計 001-173設計図書（職員クラブ改修）
施設管理部施設整備課
長

2014/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

2013年度 建築 実施設計 001-187設計図書（FOREST（東）改修）
施設管理部施設整備課
長

2014/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

2014年度 建築 実施設計 003-112設計図書（医系研究棟3号館新営）
施設管理部施設整備課
長

2015/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

2014年度 建築 実施設計 003-112構造計算書（医系研究棟3号館新営）
施設管理部施設整備課
長

2015/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

2014年度 建築 実施設計 001-225設計図書（附属学校3号館新営）
施設管理部施設整備課
長

2015/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

2014年度 建築 実施設計 001-225構造計算書（附属学校3号館新営）
施設管理部施設整備課
長

2015/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

2014年度 建築 実施設計
001-513設計図書（ﾓﾋﾞﾘﾃｨ･ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ･ｺﾝﾌﾟﾚｯｸｽ拠点施
設新営）

施設管理部施設整備課
長

2015/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

2014年度 建築 実施設計
001-513構造計算書（ﾓﾋﾞﾘﾃｨ･ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ･ｺﾝﾌﾟﾚｯｸｽ拠点
施設新営）

施設管理部施設整備課
長

2015/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 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

備考

2014年度 建築 実施設計 001-526設計図書（ﾄﾗﾝｽﾌｫｰﾏﾃｨﾌﾞ生命分子研究所新営）
施設管理部施設整備課
長

2015/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

2014年度 建築 実施設計
001-526構造計算書（ﾄﾗﾝｽﾌｫｰﾏﾃｨﾌﾞ生命分子研究所新
営）

施設管理部施設整備課
長

2015/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

2014年度 建築 実施設計 001-528設計図書（創薬科学研究館新営）
施設管理部施設整備課
長

2015/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

2014年度 建築 実施設計 001-528構造計算書（創薬科学研究館新営）
施設管理部施設整備課
長

2015/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

2015年度 建築 工事監理
001-513しゅん功写真（ﾓﾋﾞﾘﾃｨ･ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ･ｺﾝﾌﾟﾚｯｸｽ拠点
施設新営）

施設管理部施設整備課
長

2016/04/01 無期限 - 紙 研究所施設倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

2015年度 建築 工事監理
001-526しゅん功写真（ﾄﾗﾝｽﾌｫｰﾏﾃｨﾌﾞ生命分子研究所
新営）

施設管理部施設整備課
長

2016/04/01 無期限 - 紙 研究所施設倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

2015年度 建築 実施設計
001-529設計図書（融合・連携型法国際人材育成拠点施
設新営）

施設管理部施設整備課
長

2015/04/01 常用 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

2015年度 建築 実施設計
001-529構造計算書（融合・連携型法国際人材育成拠点
施設新営）

施設管理部施設整備課
長

2015/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

2015年度 建築 工事監理
001-529しゅん功写真（融合・連携型法国際人材育成拠
点施設新営）

施設管理部施設整備課
長

2016/04/01 無期限 - 紙 研究所施設倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

2015年度 建築 実施設計 001-531設計図書（総合研究棟（環境系）新営）
施設管理部施設整備課
長

2015/04/01 常用 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

2015年度 建築 実施設計 001-531構造計算書（総合研究棟（環境系）新営）
施設管理部施設整備課
長

2015/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

2015年度 建築 工事監理 001-531しゅん功写真（総合研究棟（環境系）新営）
施設管理部施設整備課
長

2016/04/01 無期限 - 紙 研究所施設倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

2015年度 建築 実施設計 001-049設計図書（音楽練習施設改修）
施設管理部施設整備課
長

2015/04/01 常用 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

2015年度 建築 実施設計 001-049構造計算書（音楽練習施設改修）
施設管理部施設整備課
長

2015/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

2015年度 建築 工事監理 001-049しゅん功写真（音楽練習施設改修）
施設管理部施設整備課
長

2016/04/01 無期限 - 紙 研究所施設倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

2015年度 建築 実施設計 設計図書（西地区検収センター・附属学校弓道場新営）
施設管理部施設整備課
長

2015/04/01 常用 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

2015年度 建築 実施設計 構造計算書（西地区検収センター・附属学校弓道場新営）
施設管理部施設整備課
長

2015/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

2015年度 建築 工事監理
しゅん功写真（西地区検収センター・附属学校弓道場新
営）

施設管理部施設整備課
長

2016/04/01 無期限 - 紙 研究所施設倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

2015年度 建築 実施設計 設計図書（アイソトープ先端研究教育拠点新営）
施設管理部施設整備課
長

2015/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

2015年度 建築 実施設計 構造計算書（アイソトープ先端研究教育拠点新営）
施設管理部施設整備課
長

2015/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

2015年度 建築 実施設計 設計図書（第一文化サークル棟新営）
施設管理部施設整備課
長

2015/04/01 常用 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

2015年度 建築 実施設計 構造計算書（第一文化サークル棟新営）
施設管理部施設整備課
長

2015/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

2015年度 建築 工事監理 しゅん功写真（第一文化サークル棟新営）
施設管理部施設整備課
長

2016/04/01 無期限 - 紙 研究所施設倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

2015年度 建築 実施設計 設計図書（特別実験棟改修）
施設管理部施設整備課
長

2015/04/01 常用 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

2015年度 建築 工事監理 しゅん功写真（特別実験棟改修）
施設管理部施設整備課
長

2016/04/01 無期限 - 紙 研究所施設倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

2015年度 建築 実施設計 設計図書（法・経本館共用館東キャンパスゲート改修）
施設管理部施設整備課
長

2015/04/01 常用 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

2015年度 建築 工事監理
しゅん功写真（法・経本館共用館東キャンパスゲート改
修）

施設管理部施設整備課
長

2016/04/01 無期限 - 紙 研究所施設倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

2015年度 建築 実施設計 設計図書（全学教育棟他外壁改修）
施設管理部施設整備課
長

2015/04/01 常用 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

2015年度 建築 実施設計 設計図書（理学部G館等外壁改修）
施設管理部施設整備課
長

2015/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

2015年度 建築 実施設計 設計図書（農学部A棟西館等外壁改修）
施設管理部施設整備課
長

2015/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

2015年度 建築 実施設計 003-075設計図書（医学教育研究支援センター外壁改修）
施設管理部施設整備課
長

2015/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

2015年度 建築 実施設計 設計図書（法・経本館共用館屋上防水改修）
施設管理部施設整備課
長

2015/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管
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2015年度 建築 工事監理 しゅん功写真（法・経本館共用館屋上防水改修）
施設管理部施設整備課
長

2016/04/01 無期限 - 紙 研究所施設倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

2015年度 建築 実施設計 設計図書（屋内運動場屋根改修）
施設管理部施設整備課
長

2015/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

2015年度 建築 工事監理 しゅん功写真（屋内運動場屋根改修）
施設管理部施設整備課
長

2016/04/01 無期限 紙 研究所施設倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

2015年度 建築 実施設計 設計図書（駐輪場サドルスタンド設置）
施設管理部施設整備課
長

2015/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

2015年度 建築 工事監理 しゅん功写真（駐輪場サドルスタンド設置）
施設管理部施設整備課
長

2016/04/01 無期限 - 紙 研究所施設倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

2016年度 建築 実施設計 設計図書（実験研究棟（工学系））
施設管理部施設整備課
長

2017/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

2016年度 建築 実施設計 構造計算書（実験研究棟（工学系））
施設管理部施設整備課
長

2017/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

2016年度 建築 実施設計 003-105設計図書（講堂耐震改修）
施設管理部施設整備課
長

2017/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

2016年度 建築 実施設計 003-105構造計算書（講堂耐震改修）
施設管理部施設整備課
長

2017/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

2016年度 電気 実施設計 設計図書（実験排水表示設備改修）
施設管理部施設整備課
長

2017/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

2016年度 電気 工事監理 しゅん功写真（実験排水表示設備改修）
施設管理部施設整備課
長

2017/04/01 無期限 - 紙 研究所施設倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

2016年度 建築 実施設計 003-050設計図書（図書館・学生食堂等防水改修）
施設管理部施設整備課
長

2017/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

2016年度 建築 工事監理 003-050しゅん功写真（図書館・学生食堂等防水改修）
施設管理部施設整備課
長

2017/04/01 無期限 - 紙 研究所施設倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

2016年度 機械 実施設計 001-520設計図書（文系総合館空気調和設備改修）
施設管理部施設整備課
長

2017/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

2016年度 機械 工事監理 001-520しゅん功写真（文系総合館空気調和設備改修）
施設管理部施設整備課
長

2017/04/01 無期限 - 紙 研究所施設倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

2016年度 機械 実施設計 001-049設計図書（音楽練習施設空調機取設）
施設管理部施設整備課
長

2017/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

2016年度 機械 工事監理 001-049しゅん功写真（音楽練習施設空調機取設）
施設管理部施設整備課
長

2017/04/01 無期限 - 紙 研究所施設倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

2016年度 建築 実施設計 設計図書（屋外運動場人工芝改修）
施設管理部施設整備課
長

2017/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

2016年度 建築 工事監理 しゅん功写真（屋外運動場人工芝改修）
施設管理部施設整備課
長

2017/04/01 無期限 - 紙 研究所施設倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

2017年度 計画 服務 休暇簿(2017)
施設管理部施設整備課
長

2018/04/01 3年 2021/03/31 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 廃棄

2017年度 計画 服務 出勤簿(2017)
施設管理部施設整備課
長

2018/04/01 3年 2021/03/31 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 廃棄

2017年度 建築 工事監理 001-042しゅん功写真（ＲＩ実験施設）
施設管理部施設整備課
長

2018/04/01 無期限 - 紙 研究所施設倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

2017年度 建築 実施設計 003-107設計図書（ 先端医療機能強化拠点施設）
施設管理部施設整備課
長

2018/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

2017年度 建築 実施設計 003-107構造計算書（ 先端医療機能強化拠点施設）
施設管理部施設整備課
長

2018/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

2017年度 建築 工事監理 003-107しゅん巧写真（ 先端医療機能強化拠点施設）
施設管理部施設整備課
長

2018/04/01 無期限 - 紙 研究所施設倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

2017年度 建築 実施設計 020-037設計図書（（東郷）乾燥庫）
施設管理部施設整備課
長

2018/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

2017年度 建築 工事監理 020-37しゅん功写真（（東郷）乾燥庫）
施設管理部施設整備課
長

2018/04/01 無期限 - 紙 研究所施設倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

2017年度 建築 実施設計 020-001設計図書（（東郷）馬術部合宿所）
施設管理部施設整備課
長

2018/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

2017年度 建築 工事監理 020-001しゅん功写真（（東郷）馬術部合宿所）
施設管理部施設整備課
長

2018/04/01 無期限 - 紙 研究所施設倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

2017年度 建築 実施設計 001-533設計図書（総合研究棟（工学系））
施設管理部施設整備課
長

2018/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

2017年度 建築 実施設計 001-533構造計算書（総合研究棟（工学系））
施設管理部施設整備課
長

2018/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

2017年度 建築 実施設計 001-534設計図書（ジェンダー・リサーチ・ライブラリ）
施設管理部施設整備課
長

2018/04/01 常用 - 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管
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2017年度 建築 実施設計 001-534構造計算書（ジェンダー・リサーチ・ライブラリ）
施設管理部施設整備課
長

2018/04/01 無期限 - 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

2017年度 建築 工事監理 001-534しゅん功写真（ジェンダー・リサーチ・ライブラリ）
施設管理部施設整備課
長

2018/04/01 無期限 - 紙 研究所施設倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

2018年度 計画 服務 休暇簿(2018)
施設管理部施設整備課
長

2019/04/01 3年 2022/03/31 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 廃棄

2018年度 計画 服務 出勤簿(2018)
施設管理部施設整備課
長

2019/04/01 3年 2022/03/31 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 廃棄

2018年度 建築 工事監理 001-532しゅん功写真（実験研究棟（工学系））
施設管理部施設整備課
長

2019/04/01 無期限 ------ 紙 研究所施設倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

2018年度 建築 工事監理 001-533しゅん功写真（総合研究棟（工学系））
施設管理部施設整備課
長

2019/04/01 無期限 ------ 紙 研究所施設倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

2018年度 建築 実施設計 001-300設計図書（情報基盤センター改修）
施設管理部施設整備課
長

2019/04/01 常用 ------ 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

2018年度 建築 実施設計 001-300構造計算書（情報基盤センター改修）
施設管理部施設整備課
長

2019/04/01 無期限 ------ 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

2018年度 建築 工事監理 001-300しゅん功写真（情報基盤センター改修）
施設管理部施設整備課
長

2019/04/01 無期限 ------ 紙 研究所施設倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

2018年度 建築 実施設計 001-536設計図書（交通整理員詰所）
施設管理部施設整備課
長

2019/04/01 常用 ------ 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

2018年度 建築 実施設計 001-536構造計算書（交通整理員詰所）
施設管理部施設整備課
長

2019/04/01 無期限 ------ 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

2018年度 建築 工事監理 001-536しゅん功写真（交通整理員詰所）
施設管理部施設整備課
長

2019/04/01 無期限 ------ 紙 研究所施設倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

2018年度 建築 実施設計 038-029設計図書（ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ大幸）
施設管理部施設整備課
長

2019/04/01 常用 ------ 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

2018年度 建築 実施設計 038-029構造計算書（ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ大幸）
施設管理部施設整備課
長

2019/04/01 無期限 ------ 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

2018年度 建築 工事監理 038-029しゅん功写真（ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ大幸）
施設管理部施設整備課
長

2019/04/01 無期限 ------ 紙 研究所施設倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

2018年度 建築 実施設計 001設計図書（テニスコート等改修）
施設管理部施設整備課
長

2019/04/01 常用 ------ 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

2018年度 建築 工事監理 001しゅん功写真（テニスコート等改修）
施設管理部施設整備課
長

2019/04/01 無期限 ------ 紙 研究所施設倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

2018年度 建築 実施設計 001-169,205,506,512設計図書（会議室等耐震改修）
施設管理部施設整備課
長

2019/04/01 常用 ------ 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

2018年度 建築 工事監理
001-169しゅん功写真（豊田講堂・名大シンポジオン会議
室非構造部材耐震改修）

施設管理部施設整備課
長

2019/04/01 無期限 ------ 紙 研究所施設倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

2018年度 建築 工事監理
001-205しゅん功写真（共同教育研究施設第２実験棟非
構造部材耐震改修）

施設管理部施設整備課
長

2019/04/01 無期限 ------ 紙 研究所施設倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

2018年度 機械 実施設計 001設計図書（基幹・環境整備（給水設備））
施設管理部施設整備課
長

2019/04/01 常用 ------ 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

2018年度 機械 工事監理 001しゅん功写真（基幹・環境整備（給水設備））
施設管理部施設整備課
長

2019/04/01 無期限 ------ 紙 研究所施設倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

2018年度 建築 実施設計 001-101,102,340,380設計図書（農学部A館等防水改修）
施設管理部施設整備課
長

2019/04/01 常用 ------ 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

2018年度 建築 工事監理
001-101,102,340,380しゅん功写真（農学部A館等防水改
修）

施設管理部施設整備課
長

2019/04/01 無期限 ------ 紙 研究所施設倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

2018年度 建築 実施設計 038-009,012,013設計図書（保健学科南館等防水改修）
施設管理部施設整備課
長

2019/04/01 常用 ------ 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

2018年度 建築 工事監理
038-009,012,013しゅん功写真（保健学科南館等防水改
修）

施設管理部施設整備課
長

2019/04/01 無期限 ------ 紙 研究所施設倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

2018年度 建築 実施設計 001設計図書（ブロック塀対策）
施設管理部施設整備課
長

2019/04/01 常用 ------ 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

2018年度 建築 工事監理 001しゅん功写真（ブロック塀対策）
施設管理部施設整備課
長

2019/04/01 無期限 ------ 紙 研究所施設倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

2018年度 建築 実施設計 020設計図書（ブロック塀対策）
施設管理部施設整備課
長

2019/04/01 常用 ------ 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

2018年度 建築 工事監理 020しゅん功写真（ブロック塀対策）
施設管理部施設整備課
長

2019/04/01 無期限 ------ 紙 研究所施設倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

2018年度 建築 実施設計 021設計図書（ブロック塀対策）
施設管理部施設整備課
長

2019/04/01 常用 ------ 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

2018年度 建築 工事監理 021しゅん功写真（ブロック塀対策）
施設管理部施設整備課
長

2019/04/01 無期限 ------ 紙 研究所施設倉庫 施設管理部施設整備課長 移管
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2018年度 建築 実施設計 028設計図書（ブロック塀対策）
施設管理部施設整備課
長

2019/04/01 常用 ------ 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

2018年度 建築 工事監理 028しゅん功写真（ブロック塀対策）
施設管理部施設整備課
長

2019/04/01 無期限 ------ 紙 研究所施設倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

2018年度 建築 実施設計 001-535設計図書（オークマ工作機械工学館）
施設管理部施設整備課
長

2019/04/01 常用 ------ 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

2018年度 建築 実施設計 001-535構造計算書（オークマ工作機械工学館）
施設管理部施設整備課
長

2019/04/01 無期限 ------ 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

2019年度 計画 服務 休暇簿(2019)
施設管理部施設整備課
長

2020/04/01 3年 2023/03/31 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 廃棄

2019年度 計画 服務 出勤簿(2019)
施設管理部施設整備課
長

2020/04/01 3年 2023/03/31 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 廃棄

2019年度 建築 実施設計 003地盤調査報告書（動物実験施設）
施設管理部施設整備課
長

2020/04/01 無期限 ------ 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

2019年度 機械 実施設計 001設計図書（基幹・環境整備（給水設備等））
施設管理部施設整備課
長

2020/04/01 常用 ------ 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

2019年度 土木 実施設計 001設計図書（基幹・環境整備（排水設備））
施設管理部施設整備課
長

2020/04/01 常用 ------ 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

2019年度 土木 実施設計 001設計図書（基幹・環境整備（土木構造物））
施設管理部施設整備課
長

2020/04/01 常用 ------ 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

2019年度 機械 実施設計 020設計図書（基幹・環境整備（給水設備等））
施設管理部施設整備課
長

2020/04/01 常用 ------ 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

2019年度 建築 実施設計 001-020設計図書（国際言語文化校舎改修）
施設管理部施設整備課
長

2020/04/01 常用 ------ 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

2019年度 建築 実施設計 001-020構造計算書（国際言語文化校舎改修）
施設管理部施設整備課
長

2020/04/01 無期限 ------ 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

2019年度 建築 実施設計 003-113設計図書（動物実験施設）
施設管理部施設整備課
長

2020/04/01 常用 ------ 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

2019年度 建築 実施設計 003-113構造計算書（動物実験施設）
施設管理部施設整備課
長

2020/04/01 無期限 ------ 紙 １階倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

2019年度 建築 実施設計
001-002,006,141設計図書（法経本館・共用館等防水改
修）

施設管理部施設整備課
長

2020/04/01 常用 ------ 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

2019年度 建築 工事監理
001-002,006,141しゅん功写真（法経本館・共用館等防水
改修）

施設管理部施設整備課
長

2020/04/01 無期限 ------ 紙 研究所施設倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

2019年度 建築 実施設計 001-150設計図書（ブロック塀対策（的場））
施設管理部施設整備課
長

2020/04/01 常用 ------ 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

2019年度 建築 工事監理 001-150しゅん功写真（ブロック塀対策（的場））
施設管理部施設整備課
長

2020/04/01 無期限 ------ 紙 研究所施設倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

2019年度 建築 実施設計 001-198設計図書(総合保健体育科学センター外壁改修)
施設管理部施設整備課
長

2020/04/01 常用 ------ 紙
事務局施設整備
課

施設管理部施設整備課長 移管

2019年度 建築 工事監理
001-198しゅん功写真(総合保健体育科学センター外壁改
修)

施設管理部施設整備課
長

2020/04/01 無期限 ------ 紙 研究所施設倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

2019年度 建築 工事監理
001-169しゅん功写真（豊田講堂・名大シンポジオンアトリ
ウム非構造部材耐震改修）

施設管理部施設整備課
長

2020/04/01 無期限 ------ 紙 研究所施設倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

2019年度 建築 工事監理
001-512しゅん功写真(ＥＳ総合館エントランス非構造部材
耐震改修）

施設管理部施設整備課
長

2020/04/01 無期限 ------ 紙 研究所施設倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

2019年度 建築 工事監理
001-506しゅん功写真(野依記念学術交流館回廊非構造
部材耐震改修）

施設管理部施設整備課
長

2020/04/01 無期限 ------ 紙 研究所施設倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

2019年度 建築 工事監理 001-535しゅん功写真（オークマ工作機械工学館）
施設管理部施設整備課
長

2020/04/01 無期限 ------ 紙 研究所施設倉庫 施設管理部施設整備課長 移管

1956年度 機械 実施設計 003-013 設計図書「東病棟」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1956年度 電気 実施設計 003-013 設計図書「東病棟」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1962年度 機械 実施設計 020-003 設計図書「山羊舎」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1962年度 電気 実施設計 020-003 設計図書「山羊舎」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1963年度 機械 実施設計 001-222 設計図書「附属学校２号館」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1963年度 電気 実施設計 001-222 設計図書「附属学校２号館」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1964年度 機械 実施設計 001-070 設計図書「実験実習工場」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管
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1964年度 機械 実施設計 001-032 設計図書「理学部Ａ館」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1964年度 機械 実施設計 001-205 設計図書「共同教育研究施設第2」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1964年度 機械 実施設計 001-206 設計図書「第２実験棟ＭＧ室」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1964年度 電気 実施設計 001-032 設計図書「理学部Ａ館」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1964年度 電気 実施設計 001-070 設計図書「実験実習工場」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1964年度 電気 実施設計 001-205 設計図書「共同教育研究施設第2」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1964年度 電気 実施設計 001-206 設計図書「第２実験棟ＭＧ室」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1965年度 機械 実施設計 001-036 設計図書「理学部B･C館」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1965年度 機械 実施設計 001-037 設計図書「超高圧電子顕微鏡室」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

1965年度 機械 実施設計 001-201 設計図書「共同教育研究施設1号」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1965年度 機械 実施設計 001-161 設計図書「学生会館」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1965年度 機械 実施設計 018-034 設計図書「搾乳室」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1965年度 機械 実施設計 018-037 設計図書「乾草庫」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1965年度 電気 実施設計 001-036 設計図書「理学部B･C館」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1965年度 電気 実施設計 001-037 設計図書「超高圧電子顕微鏡室」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

1965年度 電気 実施設計 001-161 設計図書「学生会館」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1965年度 電気 実施設計 001-201 設計図書「共同教育研究施設1号」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1965年度 電気 実施設計 020-034 設計図書「搾乳室」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1965年度 電気 実施設計 020-037 設計図書「乾草庫」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1966年度 機械 実施設計 003-014 設計図書「西病棟」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1966年度 機械 実施設計 001-082 設計図書「音響実験棟」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

1966年度 機械 実施設計 001-103 設計図書「農学部管理棟」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1966年度 機械 実施設計 001-130 設計図書「実験鶏舎」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1966年度 機械 実施設計 001-191 設計図書「環境医学研究所本館」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1966年度 機械 実施設計 001-223 設計図書「附属学校中央棟」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1966年度 電気 実施設計 003-014 設計図書「西病棟」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1966年度 電気 実施設計 001-082 設計図書「音響実験棟」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

1966年度 電気 実施設計 001-191 設計図書「環境医学研究所本館」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1966年度 電気 実施設計 001-103 設計図書「農学部管理棟」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1966年度 電気 実施設計 001-130･127 設計図書「実験鶏舎」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1966年度 電気 実施設計 001-128 設計図書「家禽系統保存室」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

1966年度 電気 実施設計 001-223 設計図書「附属学校中央棟」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管
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1967年度 機械 実施設計 001-176 設計図書「体育合宿所」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1967年度 機械 実施設計 001-221 設計図書「附属学校１号館」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1967年度 機械 実施設計 001-121･122･123 設計図書「温室」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1967年度 機械 実施設計 015-017 設計図書「守衛室」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1967年度 電気 実施設計 001-176 設計図書「体育合宿所」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1967年度 電気 実施設計 001-221 設計図書「附属学校１号館」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1967年度 電気 実施設計 015-017 設計図書「守衛室」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1967年度 電気 実施設計 020-033 設計図書「温室」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1968年度 機械 実施設計 005-001 設計図書「ボート艇庫」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1968年度 機械 実施設計 001-192 設計図書「特別実験棟」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1968年度 機械 実施設計 003-001 設計図書「基礎研究棟」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1968年度 電気 実施設計 003-001 設計図書「基礎研究棟」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1968年度 電気 実施設計 005-001 設計図書「ボート艇庫」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1968年度 電気 実施設計 001-192 設計図書「特別実験棟」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1969年度 機械 実施設計 001-071 設計図書「機械学科実験棟」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1969年度 機械 実施設計 001-050 設計図書「宇宙線望遠鏡室」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1969年度 機械 実施設計 001-035 設計図書「極低温実験室」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1969年度 機械 実施設計 003-047 設計図書「外来診療棟」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1969年度 機械 実施設計 021-004 設計図書「第１倉庫」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1969年度 機械 実施設計 021-006 設計図書「宿泊室」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1969年度 機械 実施設計 025-004 設計図書「観測所」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1969年度 機械 実施設計 029-001 設計図書「観測所」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1969年度 機械 実施設計 029-002 設計図書「資料保管室」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1969年度 電気 実施設計 001-035 設計図書「極低温実験室」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1969年度 電気 実施設計 001-071 設計図書「機械学科実験棟」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1969年度 電気 実施設計 001-050 設計図書「宇宙線望遠鏡室」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1969年度 電気 実施設計 003-047 設計図書「外来診療棟」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1969年度 電気 実施設計 021-006 設計図書「宿泊室」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1969年度 電気 実施設計 021-004 設計図書「第１倉庫」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1969年度 電気 実施設計 025-004 設計図書「観測所」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1969年度 電気 実施設計 029-001 設計図書「観測所」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1969年度 電気 実施設計 029-002 設計図書「資料保管室」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管
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1970年度 機械 実施設計 001-061 設計図書「工学部３号館」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1970年度 機械 実施設計 018-007 設計図書「堆肥室」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1970年度 機械 実施設計 008-002 設計図書「陶生町宿舎」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1970年度 機械 実施設計 021-005 設計図書「実験室」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1970年度 機械 実施設計 001-104 設計図書「農学部講義棟」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1970年度 機械 実施設計 001-088 設計図書「強放射能特別実験棟」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1970年度 機械 実施設計 001-081 設計図書「建築・金属実験棟」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

1970年度 電気 実施設計 001-061 設計図書「工学部３号館」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1970年度 電気 実施設計 008-002 設計図書「陶生町宿舎」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1970年度 電気 実施設計 021-005 設計図書「実験室」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1970年度 電気 実施設計 018-007 設計図書「堆肥室」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1970年度 電気 実施設計 001-088 設計図書「強放射能特別実験棟」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1970年度 電気 実施設計 001-081 設計図書「建築・金属実験棟」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

1970年度 電気 実施設計 001-104 設計図書「農学部講義棟」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1971年度 機械 実施設計 001-054 設計図書「研究・実験室」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1971年度 機械 実施設計 001-075 設計図書「工学部７号館Ａ棟」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1971年度 機械 実施設計 001-152 設計図書「体育館」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1971年度 機械 実施設計 003-050 設計図書「図書館・学生食堂」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1971年度 機械 実施設計 028-013 設計図書「観測所」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1971年度 電気 実施設計 001-075 設計図書「工学部７号館Ａ棟」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1971年度 電気 実施設計 001-054 設計図書「研究・実験室」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1971年度 電気 実施設計 001-152 設計図書「体育館」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1971年度 電気 実施設計 003-050 設計図書「図書館・学生食堂」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1971年度 電気 実施設計 028-013 設計図書「観測所」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1972年度 機械 実施設計 001-187 設計図書「第２理科系食堂」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1972年度 機械 実施設計 001-057 設計図書「高エネルギー原子核室」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1972年度 機械 実施設計 020-039 設計図書「ボイラー室」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1972年度 機械 実施設計 020-038 設計図書「研究棟・宿泊棟」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1972年度 機械 実施設計 033-003 設計図書「平針宿舎Ｃ棟」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1972年度 機械 実施設計 033-001 設計図書「平針宿舎Ａ棟」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1972年度 機械 実施設計 033-002 設計図書「平針宿舎Ｂ棟」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1972年度 機械 実施設計 033-004 設計図書「平針宿舎Ｄ棟」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管
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1972年度 機械 実施設計 034-002 設計図書「観測所」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1972年度 電気 実施設計 001-187 設計図書「第２理科系食堂」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1972年度 電気 実施設計 020-038 設計図書「研究棟・宿泊棟」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1972年度 電気 実施設計 020-039 設計図書「ボイラー室」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1972年度 電気 実施設計 033-001 設計図書「平針宿舎Ａ棟」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1972年度 電気 実施設計 033-002 設計図書「平針宿舎Ｂ棟」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1972年度 電気 実施設計 033-003 設計図書「平針宿舎Ｃ棟」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1972年度 電気 実施設計 033-004 設計図書「平針宿舎Ｄ棟」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1972年度 電気 実施設計 034-002 設計図書「観測所」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1972年度 電気 実施設計 001-057 設計図書「高エネルギー原子核室」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1974年度 機械 実施設計 037-001 設計図書「観測所」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1974年度 機械 実施設計 037-002 設計図書「職員宿舎」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1974年度 電気 実施設計 037-002 設計図書「職員宿舎」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1974年度 電気 実施設計 037-001 設計図書「観測所」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1975年度 機械 実施設計 008-001 設計図書「留学生会館」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1975年度 機械 実施設計 020-001 設計図書「馬術部合宿所」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1975年度 機械 実施設計 036-001 設計図書「矢田町宿舎１号棟」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1975年度 電気 実施設計 008-001 設計図書「留学生会館」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1975年度 電気 実施設計 020-001 設計図書「馬術部合宿所」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1975年度 電気 実施設計 036-001 設計図書「矢田町宿舎１号棟」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1976年度 機械 実施設計 001-193 設計図書「ＳＰＦ動物飼育室」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1976年度 機械 実施設計 001-235 設計図書「中性子及びレーザー実験」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1976年度 電気 実施設計 001-193 設計図書「ＳＰＦ動物飼育室」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1976年度 電気 実施設計 001-235 設計図書「中性子及びレーザー実験」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1977年度 機械 実施設計 010-060 設計図書「極超高圧発生装置室」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1977年度 機械 実施設計 001-051 設計図書「大気水圏研究所本館」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1977年度 機械 実施設計 001-058 設計図書「動植物実験室」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1977年度 機械 実施設計 001-041 設計図書「アイソトープセンター」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1977年度 機械 実施設計 001-198 設計図書「総合保体科学センター」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1977年度 機械 実施設計 036-002 設計図書「矢田町宿舎２号棟」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1977年度 電気 実施設計 001-041 設計図書「アイソトープセンター」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1977年度 電気 実施設計 001-051 設計図書「大気水圏研究所本館」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管
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1977年度 電気 実施設計 001-060 設計図書「極超高圧発生装置室」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1977年度 電気 実施設計 001-058 設計図書「動植物実験室」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1977年度 電気 実施設計 001-198 設計図書「総合保体科学センター」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1977年度 電気 実施設計 036-002 設計図書「矢田町宿舎２号棟」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1978年度 機械 実施設計 018-008 設計図書「牛舎」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1978年度 機械 実施設計 015-018 設計図書「本館」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1978年度 機械 実施設計 001-216 設計図書「共同教育研究施設2号」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1978年度 電気 実施設計 015-018 設計図書「本館」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1978年度 電気 実施設計 018-008 設計図書「牛舎」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1978年度 電気 実施設計 001-216 設計図書「共同教育研究施設2号」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1979年度 機械 実施設計 001-096 設計図書「化学科校舎」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1979年度 機械 実施設計 001-145 設計図書「総合校舎講義棟」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1979年度 機械 実施設計 001-199 設計図書「共同教育研究施設第6」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1979年度 機械 実施設計 001-195 設計図書「南館」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1979年度 機械 実施設計 038-012 設計図書「本館」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1979年度 機械 実施設計 038-013 設計図書「コバルト60照射室」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1979年度 機械 実施設計 038-014 設計図書「エネルギーセンター」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1979年度 機械 実施設計 038-015 設計図書「倉庫」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1979年度 機械 実施設計 038-016 設計図書「ギヤーポンプ室」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1979年度 機械 実施設計 050-001 設計図書「研修センター」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1979年度 電気 実施設計 001-145 設計図書「総合校舎講義棟」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1979年度 電気 実施設計 001-096 設計図書「化学科校舎」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1979年度 電気 実施設計 001-195 設計図書「南館」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1979年度 電気 実施設計 001-199 設計図書「共同教育研究施設第6」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1979年度 電気 実施設計 038-012 設計図書「本館」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1979年度 電気 実施設計 038-013 設計図書「コバルト60照射室」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1979年度 電気 実施設計 038-014 設計図書「エネルギーセンター」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1979年度 電気 実施設計 038-015 設計図書「倉庫」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1979年度 電気 実施設計 038-016 設計図書「ギヤーポンプ室」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1979年度 電気 実施設計 050-001 設計図書「研修センター」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1980年度 機械 実施設計 018-011 設計図書「農機具庫」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1980年度 機械 実施設計 018-013 設計図書「ポンプ室」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管
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1980年度 機械 実施設計 018-012 設計図書「実験実習棟」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1980年度 機械 実施設計 031-003 設計図書「庁舎」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1980年度 機械 実施設計 024-001 設計図書「庁舎」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1980年度 機械 実施設計 001-133 設計図書「農学部５号館」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1980年度 機械 実施設計 001-095 設計図書「地圏実験室」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1980年度 電気 実施設計 018-012 設計図書「実験実習棟」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1980年度 電気 実施設計 018-013 設計図書「ポンプ室」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1980年度 電気 実施設計 018-011 設計図書「農機具庫」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1980年度 電気 実施設計 031-003 設計図書「庁舎」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1980年度 電気 実施設計 024-001 設計図書「庁舎」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1980年度 電気 実施設計 001-133 設計図書「農学部５号館」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1980年度 電気 実施設計 001-095 設計図書「地圏実験室」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1981年度 機械 実施設計 020-045 設計図書「第二牛舎」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1981年度 機械 実施設計 020-044 設計図書「葉蛋白製造工場」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1981年度 機械 実施設計 001-084 設計図書「工学部６号館」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1981年度 機械 実施設計 001-188 設計図書「保健管理センター」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1981年度 機械 実施設計 001-303 設計図書「レジデンス管理棟」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1981年度 機械 実施設計 001-306 設計図書「超低温物理実験室」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1981年度 機械 実施設計 003-069 設計図書「特殊診療棟」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1981年度 電気 実施設計 001-084 設計図書「工学部６号館」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1981年度 電気 実施設計 001-188 設計図書「保健管理センター」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1981年度 電気 実施設計 001-303 設計図書「レジデンス管理棟」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1981年度 電気 実施設計 001-306 設計図書「超低温物理実験室」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1981年度 電気 実施設計 003-069 設計図書「特殊診療棟」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1981年度 電気 実施設計 020-045 設計図書「第二牛舎」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1981年度 電気 実施設計 020-044 設計図書「葉蛋白製造工場」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1982年度 機械 実施設計 003-048 設計図書「アイソトープ分館」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1982年度 機械 実施設計 038-019 設計図書「危険物薬品庫」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1982年度 機械 実施設計 038-018 設計図書「厚生会館」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1982年度 機械 実施設計 001-090 設計図書「超高圧電子顕微鏡室」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1982年度 機械 実施設計 001-218 設計図書「共同教育研究施設第4」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1982年度 機械 実施設計 001-310 設計図書「音楽練習室」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管
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1982年度 電気 実施設計 003-048 設計図書「アイソト－プ分館」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1982年度 電気 実施設計 038-018 設計図書「厚生会館」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1982年度 電気 実施設計 038-019 設計図書「危険物薬品庫」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1982年度 電気 実施設計 001-090 設計図書「超高圧電子顕微鏡室」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1982年度 電気 実施設計 001-218 設計図書「共同教育研究施設第4」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1982年度 電気 実施設計 001-310 設計図書「音楽練習室」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1983年度 機械 実施設計 001-020 設計図書「言語文化部」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1983年度 機械 実施設計 001-317 設計図書「南部厚生会館」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1983年度 機械 実施設計 001-318 設計図書「液体ヘリウム装置室」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1983年度 機械 実施設計 001-320 設計図書「大気水圏研究所分館」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1983年度 機械 実施設計 019-019 設計図書「研究実験棟」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1983年度 機械 実施設計 015-058 設計図書「資料解析センター」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1983年度 機械 実施設計 050-002 設計図書「研修センター体育館」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1983年度 機械 実施設計 061-001 設計図書「観測装置室」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1983年度 電気 実施設計 001-020 設計図書「言語文化部」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1983年度 電気 実施設計 001-320 設計図書「大気水圏研究所分館」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1983年度 電気 実施設計 001-317 設計図書「南部厚生会館」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1983年度 電気 実施設計 001-318 設計図書「液体ヘリウム装置室」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1983年度 電気 実施設計 015-058 設計図書「資料解析センター」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1983年度 電気 実施設計 019-019 設計図書「研究実験棟」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1983年度 電気 実施設計 061-001 設計図書「観測装置室」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1983年度 電気 実施設計 050-002 設計図書「研修センター体育館」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1984年度 機械 実施設計 003-072 設計図書「福利施設」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1984年度 機械 実施設計 020-046 設計図書「馬術部倉庫」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1984年度 機械 実施設計 066-001 設計図書「観測装置室」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1984年度 機械 実施設計 001-325 設計図書「本部庁舎１号館」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1984年度 機械 実施設計 001-326 設計図書「附属学校体育館・校舎」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1984年度 電気 実施設計 003-072 設計図書「福利施設」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1984年度 電気 実施設計 020-046 設計図書「馬術部倉庫」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1984年度 電気 実施設計 001-326 設計図書「附属学校体育館・校舎」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1984年度 電気 実施設計 001-325 設計図書「本部庁舎１号館」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1984年度 電気 実施設計 066-001 設計図書「観測装置室」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管
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1985年度 機械 実施設計 001-039 設計図書「理学部Ｅ館」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1985年度 機械 実施設計 001-327 設計図書「守衛室」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1985年度 機械 実施設計 001-300 設計図書「大型計算機センター」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1985年度 機械 実施設計 021-016 設計図書「職員宿舎」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1985年度 機械 実施設計 068-001 設計図書「観測装置室」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1985年度 機械 実施設計 038-023 設計図書「保健学科別館」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1985年度 電気 実施設計 001-039 設計図書「理学部Ｅ館」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1985年度 電気 実施設計 001-300 設計図書「大型計算機センター」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1985年度 電気 実施設計 001-327 設計図書「守衛室」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1985年度 電気 実施設計 021-016 設計図書「職員宿舎」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1985年度 電気 実施設計 038-023 設計図書「保健学科別館」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1985年度 電気 実施設計 068-001 設計図書「観測装置室」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1986年度 機械 実施設計 003-075 設計図書「動物実験施設」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1986年度 電気 実施設計 003-075 設計図書「動物実験施設」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1987年度 機械 実施設計 020-047 設計図書「堆肥乾燥ハウス」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1987年度 機械 実施設計 001-080 設計図書「工学部４・５号館」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1987年度 機械 実施設計 001-092 設計図書「工学部８号館」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1987年度 機械 実施設計 001-083 設計図書「原子核第１特別実験棟」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1987年度 機械 実施設計 001-141 設計図書「総合校舎本館」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1987年度 機械 実施設計 001-333 設計図書「体育系課外共用施設」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1987年度 電気 実施設計 020-047 設計図書「堆肥乾燥ハウス」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1987年度 電気 実施設計 001-080 設計図書「工学部４・５号館」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1987年度 電気 実施設計 001-083 設計図書「原子核第１特別実験棟」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1987年度 電気 実施設計 001-141 設計図書「総合校舎本館」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1987年度 電気 実施設計 001-092 設計図書「工学部８号館」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1987年度 電気 実施設計 001-333 設計図書「体育系課外共用施設」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1988年度 機械 実施設計 001-335 設計図書「屋内運動場」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1988年度 機械 実施設計 001-304 設計図書「レジデンス宿舎棟」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1988年度 電気 実施設計 001-335 設計図書「屋内運動場」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1988年度 電気 実施設計 001-304 設計図書「レジデンス宿舎棟」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1989年度 機械 実施設計 001-073 設計図書「工学部７号館Ｂ棟」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1989年度 機械 実施設計 001-336 設計図書「理学部Ｇ館」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管
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1989年度 電気 実施設計 001-073 設計図書「工学部７号館Ｂ棟」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1989年度 電気 実施設計 001-336 設計図書「理学部Ｇ館」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1992年度 機械 実施設計 001-190 設計図書「本部庁舎３号館」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1992年度 機械 実施設計 001-341 設計図書「名大シンポジオン」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1992年度 機械 実施設計 018-015 設計図書「実験動物舎」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1992年度 電気 実施設計 001-190 設計図書「本部庁舎３号館」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1992年度 電気 実施設計 001-341 設計図書「名大シンポジオン」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1992年度 電気 実施設計 018-015 設計図書「実験動物舎」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1993年度 機械 実施設計 020-048 設計図書「農作物等収納舎」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1993年度 機械 実施設計 001-094 設計図書「工学部９号館」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1993年度 機械 実施設計 001-344 設計図書「アメニティハウス」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1993年度 機械 実施設計 001-400 設計図書「航空・機械実験棟」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1993年度 機械 実施設計 001-401 設計図書「水理実験棟」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1993年度 電気 実施設計 001-400 設計図書「航空・機械実験棟」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1993年度 電気 実施設計 001-401 設計図書「水理実験棟」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1993年度 電気 実施設計 020-048 設計図書「農作物等収納舎」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1993年度 電気 実施設計 001-094 設計図書「工学部９号館」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1993年度 電気 実施設計 001-344 設計図書「アメニティハウス」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1994年度 機械 実施設計 001-302 設計図書「図書館」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1994年度 機械 実施設計 001-305 設計図書「本部別館（文部省工事事務所）」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1994年度 機械 実施設計 001-345 設計図書「環境医学研究所北館」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1994年度 機械 実施設計 001-348 設計図書「屋内プール棟」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1994年度 機械 実施設計 003-078 設計図書「看護婦宿舎」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1994年度 機械 実施設計 020-049 設計図書「馬術部更衣室」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1994年度 電気 実施設計 001-302 設計図書「図書館」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1994年度 電気 実施設計 001-345 設計図書「環境医学研究所北館」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1994年度 電気 実施設計 001-348 設計図書「屋内プール棟」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1994年度 電気 実施設計 001-305 設計図書「本部別館（文部省工事事務所）」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1994年度 電気 実施設計 003-078 設計図書「看護婦宿舎」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1994年度 電気 実施設計 020-049 設計図書「馬術部更衣室」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1995年度 機械 実施設計 003-101 設計図書「エネルギーセンター棟」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1995年度 機械 実施設計 001-349 設計図書「グリーンサロン東山」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管
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1995年度 機械 実施設計 001-350 設計図書「エネルギーセンター」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1995年度 機械 実施設計 001-430 設計図書「生物分子応答研究棟」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1995年度 電気 実施設計 001-430 設計図書「生物分子応答研究棟」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1995年度 電気 実施設計 003-101 設計図書「エネルギーセンター棟」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1995年度 電気 実施設計 001-349 設計図書「グリーンサロン東山」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1995年度 電気 実施設計 001-350 設計図書「エネルギーセンター」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1996年度 機械 実施設計 001-097 設計図書「理学部Ｄ館」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1996年度 機械 実施設計 001-213 設計図書「共同教育研究施設第1」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1996年度 機械 実施設計 001-340 設計図書「先端技術共同センター」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1996年度 機械 実施設計 001-395 設計図書「Ｖ・Ｂ・Ｌ棟」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1996年度 機械 実施設計 001-385 設計図書「人間情報学研究科校舎」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1996年度 機械 実施設計 021-017 設計図書「実験・宿泊棟」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1996年度 機械 実施設計 001-173 設計図書 ｢職員クラブ（改修）」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1996年度 電気 実施設計 001-097 設計図書「理学部Ｄ館」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1996年度 電気 実施設計 001-213 設計図書「共同教育研究施設第1」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1996年度 電気 実施設計 001-340 設計図書「先端技術共同センター」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1996年度 電気 実施設計 001-395 設計図書「Ｖ・Ｂ・Ｌ棟」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1996年度 電気 実施設計 001-385 設計図書「人間情報学研究科校舎」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1996年度 電気 実施設計 021-017 設計図書「実験・宿泊棟」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1996年度 電気 実施設計 001-173 設計図書 ｢職員クラブ（改修）」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1997年度 機械 実施設計 001-380 設計図書「国際開発研究科校舎」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1997年度 機械 実施設計 001-450 設計図書「理学部校舎」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1997年度 機械 実施設計 001-101 設計図書「農学部西研究棟（改修）」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1997年度 電気 実施設計 001-380 設計図書「国際開発研究科校舎」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1997年度 電気 実施設計 001-450 設計図書「理学部校舎」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1997年度 電気 実施設計 001-101 設計図書 ｢農学部西研究棟（改修）」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1999年度 機械 実施設計 001-196 設計図書「研究棟」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1999年度 機械 実施設計 001-402 設計図書「研究実験棟１」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1999年度 機械 実施設計 003-100 設計図書「病棟」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1999年度 機械 実施設計 001-102 設計図書 ｢農学部東研究棟（改修）」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1999年度 電気 実施設計 001-196 設計図書「研究棟」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1999年度 電気 実施設計 001-402 設計図書「研究実験棟１」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管
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1999年度 電気 実施設計 003-100 設計図書「病棟」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1999年度 電気 実施設計 001-102 設計図書 ｢農学部東研究棟（改修）」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2000年度 機械 実施設計 003-110 設計図書「校舎１号館」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2000年度 機械 実施設計 001-500 設計図書「総合研究実験棟」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2000年度 機械 実施設計 001-510 設計図書「総合情報教育棟」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2000年度 機械 実施設計 001-515 設計図書「留学生センター」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2000年度 機械 実施設計 001-133 設計図書 ｢農学部５号館（改修）」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2000年度 電気 実施設計 001-500 設計図書「総合研究実験棟」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2000年度 電気 実施設計 001-510 設計図書「総合情報教育棟」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2000年度 電気 実施設計 001-515 設計図書「留学生センター」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2000年度 電気 実施設計 003-110 設計図書「校舎１号館」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2000年度 電気 実施設計 001-133 設備図書 ｢農学部５号館（改修）」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2001年度 機械 実施設計 001-505 設計図書「ＩＢ電子情報館」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2001年度 機械 実施設計 001-520 設計図書「文系総合館」 機械管理掛 - 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2001年度 機械 実施設計 001-397 設計図書「インキュベーション施設」 機械管理掛 - 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2001年度 機械 実施設計 001-352 設計図書「総長補佐室」 機械管理掛 - 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2001年度 機械 実施設計 003-110 設計図書「校舎１号館」 機械管理掛 - 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2001年度 機械 実施設計 001-032 設計図書 ｢理学部Ａ館（改修）」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2001年度 機械 実施設計 038-012 設計図書 ｢本館（改修）」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2001年度 電気 実施設計 001-505 設計図書「ＩＢ電子情報館」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2001年度 電気 実施設計 001-397 設計図書「インキュベーション施設」 電気管理掛 - 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2001年度 電気 実施設計 001-520 設計図書「文系総合館」 電気管理掛 - 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2001年度 電気 実施設計 001-352 設計図書「総長補佐室」 電気管理掛 - 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2001年度 電気 実施設計 001-032 設計図書 ｢理学部Ａ館（改修）」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2001年度 電気 実施設計 038-012 設計図書 ｢本館（改修）」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2002年度 機械 実施設計 001-520 設計図書「文系総合館」 施設部設備課 - 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2002年度 機械 実施設計 002-001･002 設計図書「山手国際交流会館」 施設部設備課 - 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2002年度 機械 実施設計 001-062 設計図書 ｢工学部２号館（改修）」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2002年度 機械 実施設計 001-214 設計図書 ｢共同研究者宿泊棟（改修）」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2002年度 電気 実施設計 001-520 設計図書「文系総合館」 施設部設備課 - 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2002年度 電気 実施設計 002-001･002 設計図書「山手国際交流会館」 施設部設備課 - 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2002年度 電気 実施設計 001-062 設計図書 ｢工学部２号館（改修）」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管
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2002年度 電気 実施設計 001-214 設計図書 ｢共同研究者宿泊棟（改修）」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2003年度 機械 実施設計 001-224 設計図書「附属体育館（改修）」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2003年度 機械 実施設計 001-505 設計図書「ＩＢ電子情報館（Ⅱ期）」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2003年度 機械 実施設計 001-006 設計図書「法・経本館共用館（改修Ⅰ期）」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2003年度 機械 実施設計 003-001 設計図書「基礎研究棟（改修）」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2003年度 機械 実施設計 001-507 設計図書「野依記念物質科学研究館」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2003年度 機械 実施設計 001-508 設計図書「理学館」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2003年度 機械 実施設計 001-509 設計図書「環境総合館」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2003年度 機械 実施設計 001-001･002･011 設計図書 ｢文・教育学部本館（改修）」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2003年度 機械 実施設計
003-003･074 設計図書 ｢基礎研究棟別館･解剖教育施設
保存棟（改修）」

名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2003年度 電気 実施設計 001-224 設計図書「附属体育館（改修）」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2003年度 電気 実施設計 001-505 設計図書「ＩＢ電子情報館（Ⅱ期）」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2003年度 電気 実施設計 001-006 設計図書「法・経本館共用館（改修Ⅰ期）」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2003年度 電気 実施設計 003-001 設計図書「基礎研究棟（改修）」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2003年度 電気 実施設計 001-507 設計図書「野依記念物質科学研究館」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2003年度 電気 実施設計 001-508 設計図書「理学館」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2003年度 電気 実施設計 001-509 設計図書「環境総合館」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2003年度 電気 実施設計 001-001･002･011 設計図書 ｢文・教育学部本館（改修）」
名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2003年度 電気 実施設計
003-003･074 設計図書 ｢基礎研究棟別館・解剖教育施設
保存棟（改修）｣

名古屋大学事務局施設
部設備課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2004年度 機械 実施設計 001-503 設計図書 ｢高等総合研究館」
名古屋大学事務局施設
管理課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2004年度 機械 実施設計 001-506 設計図書 ｢野依記念学術交流館」
名古屋大学事務局施設
管理課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2004年度 機械 実施設計 001-233 設計図書 ｢附属格技場（改修）」
名古屋大学事務局施設
管理課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2004年度 機械 実施設計 001-006 設計図書 ｢法・経本館共用館（改修Ⅱ期）」
名古屋大学事務局施設
管理課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2004年度 電気 実施設計 001-503 設計図書 ｢高等総合研究館」
名古屋大学事務局施設
管理課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2004年度 電気 実施設計 001-506 設計図書 ｢野依記念学術交流館」
名古屋大学事務局施設
管理課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2004年度 電気 実施設計 001-233 設計図書 ｢附属格技場（改修）」
名古屋大学事務局施設
管理課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2004年度 電気 実施設計 001-006 設計図書 ｢法・経本館共用館（改修Ⅱ期）」
名古屋大学事務局施設
管理課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2005年度 機械 実施設計 003-105 設計図書 ｢中央診療棟」
名古屋大学事務局施設
管理課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2005年度 電気 実施設計 003-105 設計図書 ｢中央診療棟」
名古屋大学事務局施設
管理課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2006年度 機械 実施設計 001-061 設計図書 ｢工学部３号（改修）」
名古屋大学事務局施設
管理課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2006年度 機械 実施設計 038-026 設計図書 ｢保健学科校舎」
名古屋大学事務局施設
管理課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2006年度 機械 実施設計 001-187 設計図書「FOREST(東)(改修)」
名古屋大学事務局施設
管理課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管
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2006年度 電気 実施設計 001-061 設計図書 ｢工学部３号（改修）」
名古屋大学事務局施設
管理課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2006年度 電気 実施設計 038-026 設計図書 ｢保健学科校舎」
名古屋大学事務局施設
管理課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2006年度 電気 実施設計 001-187 設計図書「FOREST(東)(改修)」
名古屋大学事務局施設
管理課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2007年度 機械 実施設計 001-398 設計図書 ｢赤﨑記念研究館」
名古屋大学事務局施設
管理課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2007年度 機械 実施設計 001-187 設計図書「FOREST(東)(改修)」
名古屋大学事務局施設
管理課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2007年度 機械 実施設計 001-141 設計図書「全学教育棟(改修)」
名古屋大学事務局施設
管理課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2007年度 機械 実施設計 001-036 設計図書「理学部B･C館(改修)」
名古屋大学事務局施設
管理課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2007年度 電気 実施設計 001-398 設計図書 ｢赤﨑記念研究館」
名古屋大学事務局施設
管理課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2007年度 電気 実施設計 001-187 設計図書「FOREST(東)(改修)」
名古屋大学事務局施設
管理課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2007年度 電気 実施設計 001-141 設計図書「全学教育棟(改修)」
名古屋大学事務局施設
管理課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2007年度 電気 実施設計 001-036 設計図書「理学部B･C館(改修)」
名古屋大学事務局施設
管理課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2008年度 機械 実施設計 003-111 設計図書 ｢校舎２号館」
名古屋大学事務局施設
管理課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2008年度 機械 実施設計 038-027 設計図書 ｢保健学科本館」
名古屋大学事務局施設
管理課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2008年度 機械 実施設計
001-061･141 設計図書 ｢工学部３号館(改修)･全学教育
棟（改修）」

名古屋大学事務局施設
管理課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2008年度 機械 実施設計 001-036 設計図書「理学部B･C館(改修Ⅱ期)」
名古屋大学事務局施設
管理課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2008年度 電気 実施設計 003-111 設計図書 ｢校舎２号館」
名古屋大学事務局施設
管理課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2008年度 電気 実施設計 038-027 設計図書 ｢保健学科本館」
名古屋大学事務局施設
管理課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2008年度 電気 実施設計
001-061･141 設計図書 ｢工学部３号館(改修)･全学教育
棟（改修）」

名古屋大学事務局施設
管理課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2008年度 電気 実施設計 001-036 設計図書「理学部B･C館(改修Ⅱ期)」
名古屋大学事務局施設
管理課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2009年度 機械 実施設計 003-106 設計図書「外来診療棟（仕上げ）」
名古屋大学事務局施設
管理課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2009年度 機械 実施設計 038-015 設計図書「外国人研究者宿泊施設（改修）」
名古屋大学事務局施設
管理課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2009年度 機械 実施設計 001-368 設計図書「総合運動場複合棟」
名古屋大学事務局施設
管理課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2009年度 機械 実施設計
001-325･170 設計図書「本部１号館（改修）･本部２号館
（改修）」

名古屋大学事務局施設
管理課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2009年度 機械 実施設計 001-039 設計図書「理学部Ｅ館（改修）」
名古屋大学事務局施設
管理課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2009年度 機械 実施設計 001-097 設計図書「理学部Ｄ館（改修）」
名古屋大学事務局施設
管理課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2009年度 機械 実施設計 001-141 設計図書「全学教育棟（改修Ⅲ期）」
名古屋大学事務局施設
管理課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2009年度 電気 実施設計 003-106 設計図書「外来診療棟（仕上げ）」
名古屋大学事務局施設
管理課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2009年度 電気 実施設計 038-015 設計図書「外国人研究者宿泊施設（改修）」
名古屋大学事務局施設
管理課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2009年度 電気 実施設計 001-368 設計図書「総合運動場複合棟」
名古屋大学事務局施設
管理課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2009年度 電気 実施設計
001-325･170 設計図書「本部１号館（改修）･本部２号館
（改修）」

名古屋大学事務局施設
管理課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2009年度 電気 実施設計 001-039 設計図書「理学部Ｅ館（改修）」
名古屋大学事務局施設
管理課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2009年度 電気 実施設計 001-097 設計図書「理学部Ｄ館（改修）」
名古屋大学事務局施設
管理課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管
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2009年度 電気 実施設計 001-141 設計図書「全学教育棟（改修Ⅲ期）」
名古屋大学事務局施設
管理課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2010年度 機械 実施設計 003-079 設計図書「看護師宿舎」
名古屋大学事務局施設
管理課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2010年度 電気 実施設計 003-079 設計図書「看護師宿舎」
名古屋大学事務局施設
管理課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2010年度 機械 実施設計 001-080 設計図書「工学部５号館（改修）」
名古屋大学事務局施設
管理課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2010年度 電気 実施設計 001-080 設計図書「工学部５号館（改修）」
名古屋大学事務局施設
管理課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2010年度 機械 実施設計 001-090 設計図書「超高圧電子顕微鏡室」
名古屋大学事務局施設
管理課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2010年度 電気 実施設計 001-090 設計図書「超高圧電子顕微鏡室」
名古屋大学事務局施設
管理課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2010年度 機械 実施設計 001-369 設計図書「こすもす保育園（西）」
名古屋大学事務局施設
管理課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2010年度 電気 実施設計 001-369 設計図書「こすもす保育園（西）」
名古屋大学事務局施設
管理課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2010年度 機械 実施設計 001-032 設計図書「理学部Ａ館（改修）」
名古屋大学事務局施設
管理課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2010年度 電気 実施設計 001-032 設計図書「理学部Ａ館（改修）」
名古屋大学事務局施設
管理課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2010年度 機械 実施設計 001-096 設計図書「化学科校舎（改修）」
名古屋大学事務局施設
管理課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2010年度 電気 実施設計 001-096 設計図書「化学科校舎（改修）」
名古屋大学事務局施設
管理課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2010年度 機械 実施設計 001-092 設計図書「工学部８号館（改修）」
名古屋大学事務局施設
管理課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2010年度 電気 実施設計 001-092 設計図書「工学部８号館（改修）」
名古屋大学事務局施設
管理課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2010年度 機械 実施設計 001-191 設計図書「環境医学研究所本館（改修）」
名古屋大学事務局施設
管理課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2010年度 電気 実施設計 001-191 設計図書「環境医学研究所本館（改修）」
名古屋大学事務局施設
管理課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2010年度 機械 実施設計 001-156 設計図書「南部食堂」
名古屋大学事務局施設
管理課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2010年度 電気 実施設計 001-156 設計図書「南部食堂」
名古屋大学事務局施設
管理課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2010年度 機械 実施設計 002-003 設計図書「ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ山手」
名古屋大学事務局施設
管理課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2010年度 電気 実施設計 002-003 設計図書「ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ山手」
名古屋大学事務局施設
管理課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2011年度 機械 実施設計 001-511 設計図書「理学南館」
名古屋大学事務局施設
管理課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2011年度 電気 実施設計 001-511 設計図書「理学南館」
名古屋大学事務局施設
管理課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2011年度 機械 実施設計 001-512 設計図書「ES総合館」
名古屋大学事務局施設
管理課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2011年度 電気 実施設計 001-512 設計図書「ES総合館」
名古屋大学事務局施設
管理課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2011年度 機械 実施設計 001-521 設計図書「グリーンビークル材料研究開発」
名古屋大学事務局施設
管理課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2011年度 電気 実施設計 001-521 設計図書「グリーンビークル材料研究開発」
名古屋大学事務局施設
管理課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2011年度 機械 実施設計 001-152 設計図書「体育館」（改修）
名古屋大学事務局施設
管理課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2011年度 電気 実施設計 001-152 設計図書「体育館」（改修）
名古屋大学事務局施設
管理課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2011年度 機械 実施設計 001-135 設計図書「武道場」（改修）
名古屋大学事務局施設
管理課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2011年度 電気 実施設計 001-135 設計図書「武道場」（改修）
名古屋大学事務局施設
管理課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2011年度 機械 実施設計 001-104 設計図書「農学部講義棟」（改修）
名古屋大学事務局施設
管理課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管
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2011年度 電気 実施設計 001-104 設計図書「農学部講義棟」（改修）
名古屋大学事務局施設
管理課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2011年度 機械 実施設計 005-003 設計図書「ボート部合宿所」
名古屋大学事務局施設
管理課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2011年度 電気 実施設計 005-003 設計図書「ボート部合宿所」
名古屋大学事務局施設
管理課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2011年度 機械 実施設計 020-002 設計図書「馬術部きゅう舎」
名古屋大学事務局施設
管理課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2011年度 電気 実施設計 020-002 設計図書「馬術部きゅう舎」
名古屋大学事務局施設
管理課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2012年度 機械 実施設計 001-508 設計図書「理農館」
名古屋大学事務局施設
管理課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2012年度 電気 実施設計 001-508 設計図書「理農館」
名古屋大学事務局施設
管理課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2012年度 機械 実施設計
102-001 設計図書「石田記念　インターナショナルレジデ
ンス妙見」

名古屋大学事務局施設
管理課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2012年度 電気 実施設計
102-001 設計図書「石田記念　インターナショナルレジデ
ンス妙見」

名古屋大学事務局施設
管理課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2012年度 機械 実施設計
002-004 設計図書「インターナショナルレジデンス山手サ
ウス」

名古屋大学事務局施設
管理課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2012年度 電気 実施設計
002-004 設計図書「インターナショナルレジデンス山手サ
ウス」

名古屋大学事務局施設
管理課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2012年度 機械 実施設計 001-176 設計図書「体育合宿所（改修）」
名古屋大学事務局施設
管理課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2012年度 電気 実施設計 001-176 設計図書「体育合宿所（改修）」
名古屋大学事務局施設
管理課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2012年度 機械 実施設計 001-229 設計図書「附属学校プール更衣室」
名古屋大学事務局施設
管理課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2012年度 電気 実施設計 001-229 設計図書「附属学校プール更衣室」
名古屋大学事務局施設
管理課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2012年度 機械 実施設計 001-522 設計図書「ガラス温室」
名古屋大学事務局施設
管理課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2012年度 電気 実施設計 001-522 設計図書「ガラス温室」
名古屋大学事務局施設
管理課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2012年度 機械 実施設計 001-523 設計図書「本部４号館（東棟）」
名古屋大学事務局施設
管理課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2012年度 電気 実施設計 001-523 設計図書「本部４号館（東棟）」
名古屋大学事務局施設
管理課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2012年度 機械 実施設計 001-524 設計図書「総合研究棟（地域環境系）」
名古屋大学事務局施設
管理課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2012年度 電気 実施設計 001-524 設計図書「総合研究棟（地域環境系）」
名古屋大学事務局施設
管理課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2012年度 機械 実施設計 001-084 設計図書「工学部６号館（改修）」
名古屋大学事務局施設
管理課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2012年度 電気 実施設計 001-084 設計図書「工学部６号館（改修）」
名古屋大学事務局施設
管理課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2012年度 機械 実施設計 001-183 設計図書「動物実験施設」
名古屋大学事務局施設
管理課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2012年度 電気 実施設計 001-183 設計図書「動物実験施設」
名古屋大学事務局施設
管理課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2012年度 機械 実施設計 001-065 設計図書「次世代複合材料確立支援センター」
名古屋大学事務局施設
管理課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2012年度 電気 実施設計 001-065 設計図書「次世代複合材料確立支援センター」
名古屋大学事務局施設
管理課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2012年度 機械 実施設計
001-051 設計図書「地球水循環研究センター本館（改
修）」

名古屋大学事務局施設
管理課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2012年度 電気 実施設計
001-051 設計図書「地球水循環研究センター本館（改
修）」

名古屋大学事務局施設
管理課

- 無期限 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2013年度 機械 実施設計
001-145　設計図書「名古屋大学（東山）全学教育棟A館
改修機械設備工事」

名古屋大学事務局施設
管理課

- 常用 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2013年度 機械 実施設計
001-302　設計図書「名古屋大学（東山）図書館改修機械
設備工事」

名古屋大学事務局施設
管理課

- 常用 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2013年度 機械 実施設計
001-221/222/223/225　設計図書「名古屋大学（附中高）
校舎改修その他機械設備」

名古屋大学事務局施設
管理課

- 常用 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管
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2013年度 機械 実施設計
001-221/222/223/225　設計図書「名古屋大学（附中高）
校舎改修その他機械設備　設計変更」

名古屋大学事務局施設
管理課

- 常用 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2013年度 機械 実施設計
001-526　設計図書「名古屋大学（東山）トランスフォーマ
ティブ生命分子研究所新営その他機械設備工事」

名古屋大学事務局施設
管理課

- 常用 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2013年度 機械 実施設計
001-513　設計図書「名古屋大学（東山）モビリティ・イノ
ベーション・コンプレックス拠点施設新営機械設備工事」

名古屋大学事務局施設
管理課

- 常用 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2013年度 機械 実施設計
001-515/397/032/500　設計図書「名古屋大学（東山）留
学生センター等改修機械設備工事」

名古屋大学事務局施設
管理課

- 常用 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2013年度 機械 実施設計
001-528　設計図書「名古屋大学（東山）創薬科学研究教
育拠点施設新営機械設備工事」

名古屋大学事務局施設
管理課

- 常用 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2013年度 機械 実施設計
020　設計図書「名古屋大学（東郷）基幹整備（排水設備
等）工事」

名古屋大学事務局施設
管理課

- 常用 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2013年度 機械 実施設計
001　設計図書「名古屋大学（東山）基幹整備（給水設備
等）工事」

名古屋大学事務局施設
管理課

- 常用 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2013年度 機械 実施設計
003　設計図書「名古屋大学（医病）病棟等昇降機設備改
修工事」

名古屋大学事務局施設
管理課

- 常用 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2013年度 機械 実施設計
001-103　設計図書「名古屋大学（農）管理棟改修機械設
備工事」

名古屋大学事務局施設
管理課

- 常用 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2013年度 機械 実施設計
001-198/320/035/306/090/091/070/397　設計図書「名
古屋大学（東山）総合保体センター等空気調和設備改修

名古屋大学事務局施設
管理課

- 常用 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2014年度 電気 実施設計
001　設計図書「名古屋大学（東山他）工学部２号館等放
送設備工事」

名古屋大学事務局施設
管理課

- 常用 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2014年度 電気 実施設計
020　設計図書「名古屋大学（東郷）基幹整備（受変電設
備）工事」

名古屋大学事務局施設
管理課

- 常用 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2014年度 電気 実施設計
001-345/395/340/509　設計図書「名古屋大学(東山)環
境医学研究所北館等照明器具取替工事」

名古屋大学事務局施設
管理課

- 常用 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2014年度 電気 実施設計
001-350　設計図書「名古屋大学(東山)基幹整備(中央監
視設備)工事」

名古屋大学事務局施設
管理課

- 常用 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2014年度 電気 実施設計
001-145　設計図書「名古屋大学（東山）全学教育棟A館
改修電気設備工事」

名古屋大学事務局施設
管理課

- 常用 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2014年度 電気 実施設計
001-145　設計図書「名古屋大学（東山）全学教育棟A館
改修電気設備工事（設計変更）」

名古屋大学事務局施設
管理課

- 常用 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2014年度 電気 実施設計
001-302　設計図書「名古屋大学（東山）図書館改修電気
設備工事」

名古屋大学事務局施設
管理課

- 常用 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2014年度 電気 実施設計
003-112　設計図書「名古屋大学（鶴舞）医系研究棟3号
館新営その他電気設備工事」

名古屋大学事務局施設
管理課

- 常用 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2014年度 電気 実施設計
001-221/222/223/225　設計図書「名古屋大学（附中高）
校舎改修その他電気設備工事」

名古屋大学事務局施設
管理課

- 常用 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2014年度 電気 実施設計
001-513　設計図書「名古屋大学（東山）モビリティ・イノ
ベーション・コンプレックス拠点施設新営電気設備工事」

名古屋大学事務局施設
管理課

- 常用 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2014年度 電気 実施設計
001-526　設計図書「名古屋大学（東山）トランスフォーマ
ティブ生命分子研究所新営その他電気設備工事」

名古屋大学事務局施設
管理課

- 常用 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2014年度 電気 実施設計
001-083　設計図書「名古屋大学（東山）総合研究棟（工
学系）改修その他電気設備工事」

名古屋大学事務局施設
管理課

- 常用 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2014年度 電気 実施設計
001-083　設計図書「名古屋大学（東山）総合研究棟（工
学系）改修その他電気設備工事（設計変更）」

名古屋大学事務局施設
管理課

- 常用 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2014年度 電気 実施設計
001-103　設計図書「名古屋大学（農）管理棟改修電気設
備工事」

名古屋大学事務局施設
管理課

- 常用 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2014年度 電気 実施設計
001-525　設計図書「設計図書「名古屋大学（農）管理棟
改修電気設備工事」」

名古屋大学事務局施設
管理課

- 常用 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2014年度 電気 実施設計
001-103　設計図書「名古屋大学（農）管理棟改修電気設
備工事」

名古屋大学事務局施設
管理課

- 常用 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2014年度 電気 実施設計
001-525　設計図書「名古屋大学（東山）減災連携研究拠
点施設新営その他電気設備工事」

名古屋大学事務局施設
管理課

- 常用 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2014年度 電気 実施設計
001-525　設計図書「名古屋大学（東山）減災連携研究拠
点施設新営その他電気設備工事（設計変更）」

名古屋大学事務局施設
管理課

- 常用 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2014年度 電気 実施設計
001-528　設計図書「名古屋大学（東山）創薬科学研究教
育拠点施設新営電気設備工事」

名古屋大学事務局施設
管理課

- 常用 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2015年度 施設管理 実施設計
01-505設計図書「名古屋大学（東山）ＩＢ電子情報館改修
機械設備工事」

名古屋大学事務局施設
管理課

- 常用 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2015年度 施設管理 実施設計
01-529設計図書「名古屋大学（東山）融合・連携型法国際
人材育成拠点施設新営その他機械設備工事」

名古屋大学事務局施設
管理課

- 常用 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2015年度 施設管理 実施設計
01-529設計図書「名古屋大学（東山）融合・連携型法国際
人材育成拠点施設新営その他電気設備工事」

名古屋大学事務局施設
管理課

- 常用 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管
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2015年度 施設管理 実施設計
01-402設計図書「名古屋大学（東山）工学部１号館等照
明器具取替工事」

名古屋大学事務局施設
管理課

- 常用 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2015年度 施設管理 実施設計
01-530設計図書「名古屋大学（東山）総合研究棟（環境
系）新営その他機械設備工事」

名古屋大学事務局施設
管理課

- 常用 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2015年度 施設管理 実施設計
01-530設計図書「名古屋大学（東山）総合研究棟（環境
系）新営その他電気設備工事」

名古屋大学事務局施設
管理課

- 常用 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2015年度 施設管理 服務 出勤簿(H27)
名古屋大学事務局施設
管理課

2015/4/1 5年 2020/3/31 紙
本部３号館３階
施設管理課

施設管理部施設管理課長 廃棄

2015年度 施設管理 服務 超過勤務命令簿(H27)
名古屋大学事務局施設
管理課

2015/4/1 5年 2020/3/31 紙
本部３号館３階
施設管理課

施設管理部施設管理課長 廃棄

2015年度 施設管理 実施設計
38-012設計図書「名古屋大学（大幸）医学部保健学科南
館空気調和設備改修工事」

名古屋大学事務局施設
管理課

- 常用 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2015年度 施設管理 実施設計
38-012設計図書「名古屋大学（大幸）医学部保健学科南
館照明設備改修工事」

名古屋大学事務局施設
管理課

- 常用 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2015年度 施設管理 実施設計
38-023設計図書「名古屋大学（大幸）医学部保健学科保
健学科別館給水設備改修工事」

名古屋大学事務局施設
管理課

- 常用 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2015年度 施設管理 実施設計
01-402設計図書「名古屋大学（東山）工学部１号館給水
設備改修工事」

名古屋大学事務局施設
管理課

- 常用 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2015年度 施設管理 実施設計
01-348設計図書「名古屋大学（東山）屋内プール棟ろ過
設備等改修工事」

名古屋大学事務局施設
管理課

- 常用 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2015年度 施設管理 実施設計
設計図書「名古屋大学（東山）農学部基幹整備（屋外給水
管）等改修工事」

名古屋大学事務局施設
管理課

- 常用 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2015年度 施設管理 実施設計
設計図書「名古屋大学（東山）基幹整備(特別高圧受変電
設備・電話交換機設備・）改修工事」

名古屋大学事務局施設
管理課

- 常用 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2015年度 施設管理 実施設計
設計図書「名古屋大学（東山）農学部圃場周辺道路他外
灯設置工事」

名古屋大学事務局施設
管理課

- 常用 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2016年度 施設管理 服務 休暇簿(H28)
名古屋大学事務局施設
管理課

2017/4/1 3年 2020/3/31 紙
本部３号館３階
施設管理課

施設管理部施設管理課長 廃棄

2016年度 施設管理 服務 出勤簿(H28)
名古屋大学事務局施設
管理課

2017/4/1 5年 2022/3/31 紙
本部３号館３階
施設管理課

施設管理部施設管理課長 廃棄

2016年度 施設管理 服務 超過勤務命令簿(H28)
名古屋大学事務局施設
管理課

2017/4/1 5年 2022/3/31 紙
本部３号館３階
施設管理課

施設管理部施設管理課長 廃棄

2016年度 施設管理 実施設計 設計図書「名古屋大学（東山）全学教育棟建具改修工事」
名古屋大学事務局施設
管理課

- 常用 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2016年度 施設管理 実施設計 設計図書「名古屋大学（東山）3号井戸整備工事」
名古屋大学事務局施設
管理課

- 常用 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2016年度 施設管理 実施設計
設計図書「名古屋大学（東山）工学部1号館等屋上防水改
修工事」

名古屋大学事務局施設
管理課

- 常用 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2016年度 施設管理 実施設計
設計図書「名古屋大学（東山）農学部Ａ館（西）昇降機設
備更新工事」

名古屋大学事務局施設
管理課

- 常用 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2016年度 施設管理 実施設計
設計図書「名古屋大学（東山）グリーンサロン東山他空気
調和設備改修工事」

名古屋大学事務局施設
管理課

- 常用 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2016年度 施設管理 実施設計
設計図書「名古屋大学（東山）総合情報教育棟空調設備
改修工事」

名古屋大学事務局施設
管理課

- 常用 - 紙 変電室倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2018年度 施設管理 申請・届出 原議書　　平成30年度 施設管理課長 2019/04/01 7年 2026/03/31 紙
施設管理部施設
管理課

施設管理部施設管理課長 廃棄

2018年度 施設管理 申請・届出 原議書２　　平成30年度 施設管理課長 2019/04/01 7年 2026/03/31 紙
施設管理部施設
管理課

施設管理部施設管理課長 廃棄

2018年度 施設管理 施工伺 工事施工伺　　平成30年度 施設管理課長 2019/04/01 7年 2026/03/31 紙
施設管理部施設
管理課

施設管理部施設管理課長 廃棄

2018年度 施設管理 施工伺 工事施工伺２　　平成30年度 施設管理課長 2019/04/01 7年 2026/03/31 紙
施設管理部施設
管理課

施設管理部施設管理課長 廃棄

2018年度 施設管理 請負契約
H30～H34　施設管理保全・警備業務　H30.06変更　仕様
書

施設管理課長 2019/04/01 11年 2030/03/31 紙
施設管理部施設
管理課

施設管理部施設管理課長 廃棄 20191203修正

2018年度 施設管理 請負契約
H30～H34　施設管理保全・警備業務　H30.06変更　積算
書

施設管理課長 2019/04/01 11年 2030/03/31 紙
施設管理部施設
管理課

施設管理部施設管理課長 廃棄 20191203修正

2018年度 施設管理 請負契約
H30～H34　施設管理保全・警備業務　H30.09変更　仕様
書

施設管理課長 2019/04/01 11年 2030/03/31 紙
施設管理部施設
管理課

施設管理部施設管理課長 廃棄 20191203修正

2018年度 施設管理 請負契約
H30～H34　施設管理保全・警備業務　H30.09変更　積算
書

施設管理課長 2019/04/01 11年 2030/03/31 紙
施設管理部施設
管理課

施設管理部施設管理課長 廃棄 20191203修正

2018年度 施設管理 請負契約
H30～H34　施設管理保全・警備業務　H30.12変更　仕様
書

施設管理課長 2019/04/01 11年 2030/03/31 紙
施設管理部施設
管理課

施設管理部施設管理課長 廃棄 20191203修正

2018年度 施設管理 請負契約
H30～H34　施設管理保全・警備業務　H30.12変更　積算
書

施設管理課長 2019/04/01 11年 2030/03/31 紙
施設管理部施設
管理課

施設管理部施設管理課長 廃棄 20191203修正
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2018年度 施設管理 請負契約
H30～H34　施設管理保全・警備業務　H31.03変更　仕様
書

施設管理課長 2019/04/01 11年 2030/03/31 紙
施設管理部施設
管理課

施設管理部施設管理課長 廃棄 20191203修正

2018年度 施設管理 請負契約
H30～H34　施設管理保全・警備業務　H31.03変更　積算
書

施設管理課長 2019/04/01 11年 2030/03/31 紙
施設管理部施設
管理課

施設管理部施設管理課長 廃棄 20191203修正

2018年度 施設管理 業務報告
名古屋大学東山団地給水設備等・運転監視及び保全業
務

施設管理課長 2019/04/01 7年 2026/03/31 紙
施設管理部施設
管理課

施設管理部施設管理課長 廃棄

2018年度 施設管理 業務報告
名古屋大学東山団地給水設備等・運転監視及び保全業
務

施設管理課長 2019/04/01 7年 2026/03/31 紙
施設管理部施設
管理課

施設管理部施設管理課長 廃棄

2018年度 施設管理 業務報告
名古屋大学東山団地給水設備等・運転監視及び保全業
務

施設管理課長 2019/04/01 7年 2026/03/31 紙
施設管理部施設
管理課

施設管理部施設管理課長 廃棄

2018年度 施設管理 業務報告
平成30年度　防災設備点検業務報告書（本部）（前期）
（1/3）

施設管理課長 2019/04/01 7年 2026/03/31 紙
施設管理部施設
管理課

施設管理部施設管理課長 廃棄

2018年度 施設管理 業務報告
平成30年度　防災設備点検業務報告書（本部）（前期）
（2/3）

施設管理課長 2019/04/01 7年 2026/03/31 紙
施設管理部施設
管理課

施設管理部施設管理課長 廃棄

2018年度 施設管理 業務報告
平成30年度　防災設備点検業務報告書（他団地）（前期）
（3/3）

施設管理課長 2019/04/01 7年 2026/03/31 紙
施設管理部施設
管理課

施設管理部施設管理課長 廃棄

2018年度 施設管理 業務報告
平成30年度　防災設備点検業務報告書（本部）（後期）
（1/3）

施設管理課長 2019/04/01 7年 2026/03/31 紙
施設管理部施設
管理課

施設管理部施設管理課長 廃棄

2018年度 施設管理 業務報告
平成30年度　防災設備点検業務報告書（本部）（後期）
（2/3）

施設管理課長 2019/04/01 7年 2026/03/31 紙
施設管理部施設
管理課

施設管理部施設管理課長 廃棄

2018年度 施設管理 業務報告
平成30年度　防災設備点検業務報告書（他団地）（後期）
（3/3）

施設管理課長 2019/04/01 7年 2026/03/31 紙
施設管理部施設
管理課

施設管理部施設管理課長 廃棄

2018年度 施設管理 業務報告 平成30年度　空気調和設備保全業務報告書 施設管理課長 2019/04/01 7年 2026/03/31 紙
施設管理部施設
管理課

施設管理部施設管理課長 廃棄

2018年度 施設管理 業務報告 平成30年度　水槽保全業務報告書 施設管理課長 2019/04/01 7年 2026/03/31 紙
施設管理部施設
管理課

施設管理部施設管理課長 廃棄

2018年度 施設管理 業務報告 平成30年度　昇降機保全業務報告書　（本部分） 施設管理課長 2019/04/01 7年 2026/03/31 紙
施設管理部施設
管理課

施設管理部施設管理課長 廃棄 20191203修正

2018年度 施設管理 業務報告 平成30年度　昇降機保全業務報告書　法定検査　1/2 施設管理課長 2019/04/01 7年 2026/03/31 紙
施設管理部施設
管理課

施設管理部施設管理課長 廃棄 20191203追加

2018年度 施設管理 業務報告 平成30年度　昇降機保全業務報告書　法定検査　2/2 施設管理課長 2019/04/01 7年 2026/03/31 紙
施設管理部施設
管理課

施設管理部施設管理課長 廃棄 20191203追加

2018年度 施設管理 業務報告 平成30年度　GHP保全業務報告書 施設管理課長 2019/04/01 7年 2026/03/31 紙
施設管理部施設
管理課

施設管理部施設管理課長 廃棄

2018年度 施設管理 業務報告 平成30年度　排水等分析測定業務報告書 施設管理課長 2019/04/01 7年 2026/03/31 紙
施設管理部施設
管理課

施設管理部施設管理課長 廃棄

2018年度 施設管理 業務報告 平成30年度　特定建築物環境衛生管理業務報告書 施設管理課長 2019/04/01 7年 2026/03/31 紙
施設管理部施設
管理課

施設管理部施設管理課長 廃棄

2018年度 施設管理 業務報告 平成30年度　自家用電気工作物保全業務報告書（1/3） 施設管理課長 2019/04/01 7年 2026/03/31 紙
施設管理部施設
管理課

施設管理部施設管理課長 廃棄

2018年度 施設管理 業務報告 平成30年度　自家用電気工作物保全業務報告書（2/3） 施設管理課長 2019/04/01 7年 2026/03/31 紙
施設管理部施設
管理課

施設管理部施設管理課長 廃棄

2018年度 施設管理 業務報告 平成30年度　自家用電気工作物保全業務報告書（3/3） 施設管理課長 2019/04/01 7年 2026/03/31 紙
施設管理部施設
管理課

施設管理部施設管理課長 廃棄

2018年度 施設管理 服務 平成30年度　休暇簿 施設管理課長 2019/04/01 3年 2022/03/31 紙
施設管理部施設
管理課

施設管理部施設管理課長 廃棄

2018年度 施設管理 服務 平成30年度　出勤簿 施設管理課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙
施設管理部施設
管理課

施設管理部施設管理課長 廃棄

2018年度 施設管理 服務 平成30年度　超過勤務命令簿（勤務時間管理票） 施設管理課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙
施設管理部施設
管理課

施設管理部施設管理課長 廃棄

2019年度 施設管理 施設管理 2009年度　図書館ESCO　施設管理マニュアル 施設管理課長 2020/04/01 常用
設備が存する

限り
紙

施設管理部施設
管理課

施設管理部施設管理課長 廃棄

2019年度 施設管理 請負契約
H30～H34　施設管理保全・警備業務　2019.06変更　仕様
書

施設管理課長 2020/04/01 10年 2030/03/31 紙
施設管理部施設
管理課

施設管理部施設管理課長 廃棄

2019年度 施設管理 請負契約
H30～H34　施設管理保全・警備業務　2019.06変更　積算
書

施設管理課長 2020/04/01 10年 2030/03/31 紙
施設管理部施設
管理課

施設管理部施設管理課長 廃棄

2019年度 施設管理 請負契約
H30～H34　施設管理保全・警備業務　2019.12変更　仕様
書

施設管理課長 2020/04/01 10年 2030/03/31 紙
施設管理部施設
管理課

施設管理部施設管理課長 廃棄

2019年度 施設管理 請負契約
H30～H34　施設管理保全・警備業務　2019.12変更　積算
書

施設管理課長 2020/04/01 10年 2030/03/31 紙
施設管理部施設
管理課

施設管理部施設管理課長 廃棄

2019年度 施設管理 服務 2019年度　休暇簿 施設管理課長 2020/04/01 3年 2023/03/31 紙
施設管理部施設
管理課

施設管理部施設管理課長 廃棄

2019年度 施設管理 服務 2019年度　出勤簿 施設管理課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙
施設管理部施設
管理課

施設管理部施設管理課長 廃棄
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2019年度 施設管理 服務 2019年度　超過勤務命令簿（勤務時間管理票） 施設管理課長 2020/04/01 5年 2025/03/31 紙
施設管理部施設
管理課

施設管理部施設管理課長 廃棄

2019年度 施設管理 申請・届出 2019年度　原議書　１ 施設管理課長 2020/04/01 7年 2027/03/31 紙
施設管理部施設
管理課

施設管理部施設管理課長 廃棄

2019年度 施設管理 申請・届出 2019年度　原議書　２ 施設管理課長 2020/04/01 7年 2027/03/31 紙
施設管理部施設
管理課

施設管理部施設管理課長 廃棄

2019年度 施設管理 施工伺 2019年度　工事施工伺　１ 施設管理課長 2020/04/01 7年 2027/03/31 紙
施設管理部施設
管理課

施設管理部施設管理課長 廃棄

2019年度 施設管理 施工伺 2019年度　工事施工伺　２ 施設管理課長 2020/04/01 7年 2027/03/31 紙
施設管理部施設
管理課

施設管理部施設管理課長 廃棄

2019年度 施設管理 業務報告
2019年度　東山団地給水設備等・運転監視及び保全業
務

施設管理課長 2020/04/01 7年 2027/03/31 紙
施設管理部施設
管理課

施設管理部施設管理課長 廃棄

2019年度 施設管理 業務報告
2019年度　東山団地給水設備等・運転監視及び保全業
務

施設管理課長 2020/04/01 7年 2027/03/31 紙
施設管理部施設
管理課

施設管理部施設管理課長 廃棄

2019年度 施設管理 業務報告
2019年度　東山団地給水設備等・運転監視及び保全業
務

施設管理課長 2020/04/01 7年 2027/03/31 紙
施設管理部施設
管理課

施設管理部施設管理課長 廃棄

2019年度 施設管理 業務報告
2019年度　東山団地給水設備等・運転監視及び保全業
務

施設管理課長 2020/04/01 7年 2027/03/31 紙
施設管理部施設
管理課

施設管理部施設管理課長 廃棄

2019年度 施設管理 業務報告
2019年度　防災設備点検業務報告書（本部）（前期）
（1/3）

施設管理課長 2020/04/01 7年 2027/03/31 紙
施設管理部施設
管理課

施設管理部施設管理課長 廃棄

2019年度 施設管理 業務報告
2019年度　防災設備点検業務報告書（本部）（前期）
（2/3）

施設管理課長 2020/04/01 7年 2027/03/31 紙
施設管理部施設
管理課

施設管理部施設管理課長 廃棄

2019年度 施設管理 業務報告
2019年度　防災設備点検業務報告書（他団地）（前期）
（3/3）

施設管理課長 2020/04/01 7年 2027/03/31 紙
施設管理部施設
管理課

施設管理部施設管理課長 廃棄

2019年度 施設管理 業務報告
2019年度　防災設備点検業務報告書（本部）（後期）
（1/3）

施設管理課長 2020/04/01 7年 2027/03/31 紙
施設管理部施設
管理課

施設管理部施設管理課長 廃棄

2019年度 施設管理 業務報告
2019年度　防災設備点検業務報告書（本部）（後期）
（2/3）

施設管理課長 2020/04/01 7年 2027/03/31 紙
施設管理部施設
管理課

施設管理部施設管理課長 廃棄

2019年度 施設管理 業務報告
2019年度　防災設備点検業務報告書（他団地）（後期）
（3/3）

施設管理課長 2020/04/01 7年 2027/03/31 紙
施設管理部施設
管理課

施設管理部施設管理課長 廃棄

2019年度 施設管理 業務報告 2019年度　空気調和設備保全業務報告書 施設管理課長 2020/04/01 7年 2027/03/31 紙
施設管理部施設
管理課

施設管理部施設管理課長 廃棄

2019年度 施設管理 業務報告 2019年度　水槽保全業務報告書 施設管理課長 2020/04/01 7年 2027/03/31 紙
施設管理部施設
管理課

施設管理部施設管理課長 廃棄

2019年度 施設管理 業務報告 2019年度　昇降機保全業務報告書 施設管理課長 2020/04/01 7年 2027/03/31 紙
施設管理部施設
管理課

施設管理部施設管理課長 廃棄

2019年度 施設管理 業務報告 2019年度　昇降機保全業務報告書　（本部分） 施設管理課長 2020/04/01 7年 2027/03/31 紙
施設管理部施設
管理課

施設管理部施設管理課長 廃棄

2019年度 施設管理 業務報告 2019年度　昇降機保全業務報告書　法定検査　1/2 施設管理課長 2020/04/01 7年 2027/03/31 紙
施設管理部施設
管理課

施設管理部施設管理課長 廃棄

2019年度 施設管理 業務報告 2019年度　昇降機保全業務報告書　法定検査　2/2 施設管理課長 2020/04/01 7年 2027/03/31 紙
施設管理部施設
管理課

施設管理部施設管理課長 廃棄

2019年度 施設管理 業務報告 2019年度　GHP保全業務報告書 施設管理課長 2020/04/01 7年 2027/03/31 紙
施設管理部施設
管理課

施設管理部施設管理課長 廃棄

2019年度 施設管理 業務報告 2019年度　排水等分析測定業務報告書 施設管理課長 2020/04/01 7年 2027/03/31 紙
施設管理部施設
管理課

施設管理部施設管理課長 廃棄

2019年度 施設管理 業務報告 2019年度　特定建築物環境衛生管理業務報告書 施設管理課長 2020/04/01 7年 2027/03/31 紙
施設管理部施設
管理課

施設管理部施設管理課長 廃棄

2019年度 施設管理 業務報告 2019年度　自家用電気工作物保全業務報告書（1/3） 施設管理課長 2020/04/01 7年 2027/03/31 紙
施設管理部施設
管理課

施設管理部施設管理課長 廃棄

2019年度 施設管理 業務報告 2019年度　自家用電気工作物保全業務報告書（2/3） 施設管理課長 2020/04/01 7年 2027/03/31 紙
施設管理部施設
管理課

施設管理部施設管理課長 廃棄

2019年度 施設管理 業務報告 2019年度　自家用電気工作物保全業務報告書（3/3） 施設管理課長 2020/04/01 7年 2027/03/31 紙
施設管理部施設
管理課

施設管理部施設管理課長 廃棄

2019年度 施設管理 特定建築物
2008～　　　年度　特定建築物
特定建築物届　建築・設備に関する届出

施設管理課長 2009/04/01 常用
設備が存する

限り
紙

施設管理部施設
管理課

施設管理部施設管理課長 廃棄

2019年度 施設管理 特定建築物
2008～2013年度　特定建築物
維持管理報告書・管理計画書・監理技術者の変更・立入

施設管理課長 2014/04/01 5年 2019/03/31 紙
施設管理部施設
管理課

施設管理部施設管理課長 廃棄

2019年度 施設管理 特定建築物
2014～2021年度　特定建築物
維持管理報告書・管理計画書・監理技術者の変更・立入

施設管理課長 2022/04/01 5年 2027/03/31 紙
施設管理部施設
管理課

施設管理部施設管理課長 廃棄

2019年度 施設管理 特定施設
2006～2016年度　(実験排水)特定施設届出書
「水質汚濁防止法」

施設管理課長 2017/04/01 常用
設備が存する

限り
紙

施設管理部施設
管理課

施設管理部施設管理課長 廃棄

2019年度 施設管理 特定施設
2017～　　　年度　(実験排水)特定施設届出書
「水質汚濁防止法」

施設管理課長 常用
設備が存する

限り
紙

施設管理部施設
管理課

施設管理部施設管理課長 廃棄
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2019年度 施設管理 特定施設
2006～2016年度　(実験排水)特定施設届出書
「下水道法」

施設管理課長 2017/04/01 常用
設備が存する

限り
紙

施設管理部施設
管理課

施設管理部施設管理課長 廃棄

2019年度 施設管理 特定施設
2017～　　　年度　(実験排水)特定施設届出書
「下水道法」

施設管理課長 常用
設備が存する

限り
紙

施設管理部施設
管理課

施設管理部施設管理課長 廃棄

2019年度 施設管理 特定施設
2004～2020年度　特定施設（下水道法）
水質測定状況等報告

施設管理課長 2021/04/01 5年 2026/03/31 紙
施設管理部施設
管理課

施設管理部施設管理課長 廃棄

2019年度 施設管理 エネルギー
2011～2017年度　実施報告書・計画書
（省エネ法・温対法）

施設管理課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙
施設管理部施設
管理課

施設管理部施設管理課長 廃棄

2019年度 施設管理 エネルギー
2018～2022年度　実施報告書・計画書
（省エネ法・温対法）

施設管理課長 2023/04/01 5年 2028/03/31 紙
施設管理部施設
管理課

施設管理部施設管理課長 廃棄

2019年度 施設管理 エネルギー 2013～2017年度　省エネ推進経費 施設管理課長 2018/04/01 7年 2025/03/31 紙
施設管理部施設
管理課

施設管理部施設管理課長 廃棄

2019年度 施設管理 エネルギー 2009～2013年度　フィールドテスト 施設管理課長 2014/04/01 7年 2021/03/31 紙
施設管理部施設
管理課

施設管理部施設管理課長 廃棄

2019年度 施設管理 エネルギー 2014～2024年度　フィールドテスト 施設管理課長 2025/04/01 7年 2032/03/31 紙
施設管理部施設
管理課

施設管理部施設管理課長 廃棄

2019年度 施設管理 雑件 2018年度　理農館DCスクラバー問題 施設管理課長 2019/04/01 7年 2026/03/31 紙
施設管理部施設
管理課

施設管理部施設管理課長 廃棄

2019年度 施設管理 台帳 2006～　　　年度　東山団地　特殊ガス　インフラ図面 施設管理課長 2019/04/01 常用
設備が存する

限り
紙

施設管理部施設
管理課

施設管理部施設管理課長 廃棄 随時更新

2019年度 施設管理 申請・届出
2008～2025年度　市水引込配管
　減圧式逆流防止器定期点検報告書

施設管理課長 2026/04/01 5年 2031/03/31 紙
施設管理部施設
管理課

施設管理部施設管理課長 廃棄

2019年度 施設管理 申請・届出 2004～　　　年度　水道技術管理者設置届・業務受託届 施設管理課長 紙
施設管理部施設
管理課

施設管理部施設管理課長 廃棄

2019年度 施設管理 申請・届出 2004～　　　年度　学長交代に係る代表者氏名変更届 施設管理課長 紙
施設管理部施設
管理課

施設管理部施設管理課長 廃棄

2012年度 施設管理 申請・届出 2012年度　原議書　１ 施設管理課長 2013/04/01 7年 2020/03/31 電子
施設管理部施設
管理課

施設管理部施設管理課長 廃棄
05_施設管理課\01_共通\71_法人文書
（電子）\01_原議書スキャン

2012年度 施設管理 申請・届出 2012年度　原議書　２ 施設管理課長 2013/04/01 7年 2020/03/31 電子
施設管理部施設
管理課

施設管理部施設管理課長 廃棄
05_施設管理課\01_共通\71_法人文書
（電子）\01_原議書スキャン

2012年度 施設管理 施工伺 2012年度　工事施工伺　１ 施設管理課長 2013/04/01 7年 2020/03/31 紙
施設管理部施設
管理課

施設管理部施設管理課長 廃棄

2012年度 施設管理 施工伺 2012年度　工事施工伺　２ 施設管理課長 2013/04/01 7年 2020/03/31 紙
施設管理部施設
管理課

施設管理部施設管理課長 廃棄

2013年度 施設管理 申請・届出 2013年度　原議書　１ 施設管理課長 2014/04/01 7年 2021/03/31 電子
施設管理部施設
管理課

施設管理部施設管理課長 廃棄
05_施設管理課\01_共通\71_法人文書
（電子）\01_原議書スキャン

2013年度 施設管理 申請・届出 2013年度　原議書　２ 施設管理課長 2014/04/01 7年 2021/03/31 電子
施設管理部施設
管理課

施設管理部施設管理課長 廃棄
05_施設管理課\01_共通\71_法人文書
（電子）\01_原議書スキャン

2013年度 施設管理 施工伺 2013年度　工事施工伺　１ 施設管理課長 2014/04/01 7年 2021/03/31 紙
施設管理部施設
管理課

施設管理部施設管理課長 廃棄

2013年度 施設管理 施工伺 2013年度　工事施工伺　２ 施設管理課長 2014/04/01 7年 2021/03/31 紙
施設管理部施設
管理課

施設管理部施設管理課長 廃棄

2014年度 施設管理 申請・届出 2014年度　原議書　１ 施設管理課長 2015/04/01 7年 2022/03/31 電子
施設管理部施設
管理課

施設管理部施設管理課長 廃棄
05_施設管理課\01_共通\71_法人文書
（電子）\01_原議書スキャン

2014年度 施設管理 申請・届出 2014年度　原議書　２ 施設管理課長 2015/04/01 7年 2022/03/31 電子
施設管理部施設
管理課

施設管理部施設管理課長 廃棄
05_施設管理課\01_共通\71_法人文書
（電子）\01_原議書スキャン

2014年度 施設管理 申請・届出 2014年度　原議書　３ 施設管理課長 2015/04/01 7年 2022/03/31 電子
施設管理部施設
管理課

施設管理部施設管理課長 廃棄
05_施設管理課\01_共通\71_法人文書
（電子）\01_原議書スキャン

2014年度 施設管理 施工伺 2014年度　工事施工伺　１ 施設管理課長 2015/04/01 7年 2022/03/31 紙
施設管理部施設
管理課

施設管理部施設管理課長 廃棄

2014年度 施設管理 施工伺 2014年度　工事施工伺　２ 施設管理課長 2015/04/01 7年 2022/03/31 紙
施設管理部施設
管理課

施設管理部施設管理課長 廃棄

2015年度 施設管理 申請・届出 2015年度　原議書　１ 施設管理課長 2016/04/01 7年 2023/03/31 電子
施設管理部施設
管理課

施設管理部施設管理課長 廃棄
05_施設管理課\01_共通\71_法人文書
（電子）\01_原議書スキャン

2015年度 施設管理 申請・届出 2015年度　原議書　２ 施設管理課長 2016/04/01 7年 2023/03/31 電子
施設管理部施設
管理課

施設管理部施設管理課長 廃棄
05_施設管理課\01_共通\71_法人文書
（電子）\01_原議書スキャン

2015年度 施設管理 申請・届出 2015年度　原議書　３ 施設管理課長 2016/04/01 7年 2023/03/31 電子
施設管理部施設
管理課

施設管理部施設管理課長 廃棄
05_施設管理課\01_共通\71_法人文書
（電子）\01_原議書スキャン

2015年度 施設管理 施工伺 2015年度　工事施工伺　１ 施設管理課長 2016/04/01 7年 2023/03/31 紙
施設管理部施設
管理課

施設管理部施設管理課長 廃棄

2015年度 施設管理 施工伺 2015年度　工事施工伺　２ 施設管理課長 2016/04/01 7年 2023/03/31 紙
施設管理部施設
管理課

施設管理部施設管理課長 廃棄

2016年度 施設管理 申請・届出 2016年度　原議書　１ 施設管理課長 2017/04/01 7年 2024/03/31 電子
施設管理部施設
管理課

施設管理部施設管理課長 廃棄
05_施設管理課\01_共通\71_法人文書
（電子）\01_原議書スキャン
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2016年度 施設管理 申請・届出 2016年度　原議書　２ 施設管理課長 2017/04/01 7年 2024/03/31 電子
施設管理部施設
管理課

施設管理部施設管理課長 廃棄
05_施設管理課\01_共通\71_法人文書
（電子）\01_原議書スキャン

2016年度 施設管理 施工伺 2016年度　工事施工伺　１ 施設管理課長 2017/04/01 7年 2024/03/31 紙
施設管理部施設
管理課

施設管理部施設管理課長 廃棄

2016年度 施設管理 施工伺 2016年度　工事施工伺　２ 施設管理課長 2017/04/01 7年 2024/03/31 紙
施設管理部施設
管理課

施設管理部施設管理課長 廃棄

2017年度 施設管理 申請・届出 2017年度　原議書　１ 施設管理課長 2018/04/01 7年 2025/03/31 電子
施設管理部施設
管理課

施設管理部施設管理課長 廃棄
05_施設管理課\01_共通\71_法人文書
（電子）\01_原議書スキャン

2017年度 施設管理 申請・届出 2017年度　原議書　２ 施設管理課長 2018/04/01 7年 2025/03/31 電子
施設管理部施設
管理課

施設管理部施設管理課長 廃棄
05_施設管理課\01_共通\71_法人文書
（電子）\01_原議書スキャン

2017年度 施設管理 施工伺 2017年度　工事施工伺　１ 施設管理課長 2018/04/01 7年 2025/03/31 紙
施設管理部施設
管理課

施設管理部施設管理課長 廃棄

2017年度 施設管理 施工伺 2017年度　工事施工伺　２ 施設管理課長 2018/04/01 7年 2025/03/31 紙
施設管理部施設
管理課

施設管理部施設管理課長 廃棄

2019年度 施設管理 業務報告
2017年度～2019年度　名古屋市上下水道局
料金のお知らせ

施設管理課長 2025/04/01 7年 2032/03/31 電子
施設管理部施設
管理課

施設管理部施設管理課長 廃棄
05_施設管理課\03_機械エネルギー管理
係\21_給水\51_上下水道局　料金関係

2019年度 施設管理 業務報告
2018～2019年度　地下水浄化サービス
月次報告書・請求書

施設管理課長 2019/04/01 7年 2026/03/31 電子
施設管理部施設
管理課

施設管理部施設管理課長 廃棄
05_施設管理課\03_機械エネルギー管理
係\21_給水\01_地下水浄化サービス\07_

2017年度 建築 実施設計 （大幸）エネルギーセンター屋上防水改修工事 施設管理課長 無期限 紙 変電所倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2018年度 建築 実施設計 （大幸）全学教育棟本館南棟（東）外壁改修工事 施設管理課長 無期限 紙 変電所倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2011年度 文系経理課 施設 防火管理台帳（文） 施・文系経理課長 2012/4/1 常用 - 紙
(文)施設管理課
事務室

施設管理部施設管理課長 移管

2011年度 文系経理課 施設 防火管理台帳（教） 施・文系経理課長 2012/4/1 常用 - 紙
(文)施設管理課
事務室

施設管理部施設管理課長 移管

2011年度 文系経理課 施設 防火管理台帳（法） 施・文系経理課長 2012/4/1 常用 - 紙
(文)施設管理課
事務室

施設管理部施設管理課長 移管

2011年度 文系経理課 施設 防火管理台帳（経） 施・文系経理課長 2012/4/1 常用 - 紙
(文)施設管理課
事務室

施設管理部施設管理課長 移管

2011年度 文系経理課 施設 防火管理台帳（開） 施・文系経理課長 2012/4/1 常用 - 紙
(文)施設管理課
事務室

施設管理部施設管理課長 移管

2011年度 文系経理課 施設 防火管理台帳（言） 施・文系経理課長 2012/4/1 常用 - 紙
(文)施設管理課
事務室

施設管理部施設管理課長 移管

2015年度 文系経理課 施設 平成27年度　保全業務（空調設備EHP・換気扇等） 施・文系経理課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙
(文)文系総合館
620倉庫

施設管理部施設管理課長 廃棄

2015年度 文系経理課 施設 平成27年度　保全業務（空調設備GHP) 施・文系経理課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙
(文)文系総合館
620倉庫

施設管理部施設管理課長 廃棄

2015年度 文系経理課 施設
平成27年度　特定建築物環境安全衛生管理業務
　　　　　　　　　保全業務（水槽保全）

施・文系経理課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙
(文)文系総合館
620倉庫

施設管理部施設管理課長 廃棄

2015年度 文系経理課 施設
平成27年度　保全業務（エレベーター）
　　　　　　　　　保全業務（自動扉）

施・文系経理課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙
(文)文系総合館
620倉庫

施設管理部施設管理課長 廃棄

2015年度 文系経理課 施設 平成27年度　保全業務（消防設備）前期 施・文系経理課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙
(文)文系総合館
620倉庫

施設管理部施設管理課長 廃棄

2015年度 文系経理課 施設 平成27年度　保全業務（消防設備）後期 施・文系経理課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙
(文)文系総合館
620倉庫

施設管理部施設管理課長 廃棄

2015年度 文系経理課 施設 平成27年度　保全業務（防災管理）年一 施・文系経理課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙
(文)文系総合館
620倉庫

施設管理部施設管理課長 廃棄

2015年度 文系経理課 施設 平成27年度　電気設備点検 施・文系経理課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙
(文)文系総合館
620倉庫

施設管理部施設管理課長 廃棄

2015年度 文系経理課 施設 平成27-28年度　建物清掃業務 施・文系経理課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙
(文)文系総合館
620倉庫

施設管理部施設管理課長 廃棄

2015年度 文系経理課 施設 平成27年度　防火防災関係 施・文系経理課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙
(文)文系総合館
620倉庫

施設管理部施設管理課長 廃棄

2015年度 文系経理課 施設 平成27年度　資産貸付申請書 施・文系経理課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙
(文)文系総合館
620倉庫

施設管理部施設管理課長 廃棄

2015年度 文系経理課 施設 平成27年度　東山地区交通専門員会 施・文系経理課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙
(文)文系総合館
620倉庫

施設管理部施設管理課長 廃棄

2015年度 文系経理課 施設 平成27年度～　フロン排出抑制法（文学） 施・文系経理課長 2016/4/1 常用 - 紙
(文)施設管理課
事務室

施設管理部施設管理課長 廃棄

2015年度 文系経理課 施設 平成27年度～　フロン排出抑制法（教育） 施・文系経理課長 2016/4/1 常用 - 紙
(文)施設管理課
事務室

施設管理部施設管理課長 廃棄

2015年度 文系経理課 施設 平成27年度～　フロン排出抑制法（法学） 施・文系経理課長 2016/4/1 常用 - 紙
(文)施設管理課
事務室

施設管理部施設管理課長 廃棄
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2015年度 文系経理課 施設 平成27年度～　フロン排出抑制法（経済） 施・文系経理課長 2016/4/1 常用 - 紙
(文)施設管理課
事務室

施設管理部施設管理課長 廃棄

2015年度 文系経理課 施設 平成27年度～　フロン排出抑制法（国言） 施・文系経理課長 2016/4/1 常用 - 紙
(文)施設管理課
事務室

施設管理部施設管理課長 廃棄

2015年度 文系経理課 施設 平成27年度～　フロン排出抑制法（国開） 施・文系経理課長 2016/4/1 常用 - 紙
(文)施設管理課
事務室

施設管理部施設管理課長 廃棄

2015年度 文系経理課 施設 平成27年度～　フロン排出抑制法（文総）（八雲） 施・文系経理課長 2016/4/1 常用 - 紙
(文)施設管理課
事務室

施設管理部施設管理課長 廃棄

2015年度 文系経理課 施設 平成27年度～　フロン排出抑制法（資料） 施・文系経理課長 2016/4/1 常用 - 紙
(文)施設管理課
事務室

施設管理部施設管理課長 廃棄

2015年度 文系経理課 施設 平成27年度～　消防設備等届出関係 施・文系経理課長 2016/4/1 常用 - 紙
(文)施設管理課
事務室

施設管理部施設管理課長 廃棄

2015年度 文系経理課 施設 平成27年度～　宿舎関係（入居中） 施・文系経理課長 2016/4/1 常用 - 紙
(文)施設管理課
事務室

施設管理部施設管理課長 廃棄

2015年度 文系経理課 施設 平成27年度～　全学共用スペース 施・文系経理課長 2016/4/1 常用 - 紙
(文)施設管理課
事務室

施設管理部施設管理課長 廃棄

2015年度 文系経理課 施設 平成27年度　警備業務報告書 施・文系経理課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙
(文)文系総合館
620倉庫

施設管理部施設管理課長 廃棄

2015年度 文系経理課 施設 平成27年度　文系６部局施設関係1/2 施・文系経理課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙
(文)文系総合館
620倉庫

施設管理部施設管理課長 廃棄

2015年度 文系経理課 施設 平成27年度　文系６部局施設関係2/2 施・文系経理課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙
(文)文系総合館
620倉庫

施設管理部施設管理課長 廃棄

2016年度 文系経理課 施設 平成２８年度　保全業務（空調設備EHP・換気扇等） 施・文系経理課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙
(文)文系総合館
620倉庫

施設管理部施設管理課長 廃棄

2016年度 文系経理課 施設 平成２８年度　保全業務（空調設備GHP) 施・文系経理課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙
(文)文系総合館
620倉庫

施設管理部施設管理課長 廃棄

2016年度 文系経理課 施設
平成２８年度　特定建築物環境安全衛生管理業務
　　　　　　　　　保全業務（水槽保全）

施・文系経理課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙
(文)文系総合館
620倉庫

施設管理部施設管理課長 廃棄

2016年度 文系経理課 施設
平成２８年度　保全業務（エレベーター）
　　　　　　　　　保全業務（自動扉）

施・文系経理課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙
(文)文系総合館
620倉庫

施設管理部施設管理課長 廃棄

2016年度 文系経理課 施設 平成２８年度　保全業務（消防設備）前期 施・文系経理課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙
(文)文系総合館
620倉庫

施設管理部施設管理課長 廃棄

2016年度 文系経理課 施設 平成２８年度　保全業務（消防設備）後期 施・文系経理課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙
(文)文系総合館
620倉庫

施設管理部施設管理課長 廃棄

2016年度 文系経理課 施設 平成２８年度　保全業務（防災管理）年一 施・文系経理課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙
(文)文系総合館
620倉庫

施設管理部施設管理課長 廃棄

2016年度 文系経理課 施設 平成２８年度　電気設備点検 施・文系経理課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙
(文)文系総合館
620倉庫

施設管理部施設管理課長 廃棄

2016年度 文系経理課 施設 平成２８年度　防火防災関係 施・文系経理課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙
(文)文系総合館
620倉庫

施設管理部施設管理課長 廃棄

2016年度 文系経理課 施設 平成２８年度　資産貸付申請書 施・文系経理課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙
(文)文系総合館
620倉庫

施設管理部施設管理課長 廃棄

2016年度 文系経理課 施設 平成２７・２８年度　資産除却関係 施・文系経理課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙
(文)文系総合館
620倉庫

施設管理部施設管理課長 廃棄

2016年度 文系経理課 施設 平成２７・２８年度　光熱水料に係る経費区分の比率基準 施・文系経理課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙
(文)施設管理課
事務室

施設管理部施設管理課長 廃棄

2016年度 文系経理課 施設 平成２７・２８年度　電話回線 施・文系経理課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙
(文)文系総合館
620倉庫

施設管理部施設管理課長 廃棄

2016年度 文系経理課 施設 平成２７・２８年度　八雲会館関係 施・文系経理課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙
(文)文系総合館
620倉庫

施設管理部施設管理課長 廃棄

2016年度 文系経理課 施設 平成２８年度　東山地区交通検討会 施・文系経理課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙
(文)文系総合館
620倉庫

施設管理部施設管理課長 廃棄

2016年度 文系経理課 施設 平成２５～２９年度　警備業務仕様書 施・文系経理課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙
(文)文系総合館
620倉庫

施設管理部施設管理課長 廃棄

2016年度 文系経理課 施設 平成２８年度　文系６部局施設関係1/2 施・文系経理課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙
(文)文系総合館
620倉庫

施設管理部施設管理課長 廃棄

2016年度 文系経理課 施設 平成２８年度　文系６部局施設関係2/2 施・文系経理課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙
(文)文系総合館
620倉庫

施設管理部施設管理課長 廃棄

2017年度 文系経理課 施設 平成２９年度　清掃作業報告書　（文） 施・文系経理課長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙
(文)文系総合館
620倉庫

施設管理部施設管理課長 廃棄

2017年度 文系経理課 施設 平成２９年度　清掃作業報告書　（教） 施・文系経理課長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙
(文)文系総合館
620倉庫

施設管理部施設管理課長 廃棄

2017年度 文系経理課 施設 平成２９年度　清掃作業報告書　（法） 施・文系経理課長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙
(文)文系総合館
620倉庫

施設管理部施設管理課長 廃棄
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2017年度 文系経理課 施設 平成２９年度　清掃作業報告書　（法政） 施・文系経理課長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙
(文)文系総合館
620倉庫

施設管理部施設管理課長 廃棄

2017年度 文系経理課 施設 平成２９年度　清掃作業報告書　（アジア） 施・文系経理課長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙
(文)文系総合館
620倉庫

施設管理部施設管理課長 廃棄

2017年度 文系経理課 施設 平成２９年度　清掃作業報告書　（経） 施・文系経理課長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙
(文)文系総合館
620倉庫

施設管理部施設管理課長 廃棄

2017年度 文系経理課 施設 平成２９年度　清掃作業報告書　（開） 施・文系経理課長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙
(文)文系総合館
620倉庫

施設管理部施設管理課長 廃棄

2017年度 文系経理課 施設 平成２９年度　清掃作業報告書　（言） 施・文系経理課長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙
(文)文系総合館
620倉庫

施設管理部施設管理課長 廃棄

2017年度 文系経理課 施設 平成２９年度　清掃作業報告書　（文総） 施・文系経理課長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙
(文)文系総合館
620倉庫

施設管理部施設管理課長 廃棄

2017年度 文系経理課 施設 平成２９年度　文系６部局施設関係1/3 施・文系経理課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙
(文)施設管理課
事務室

施設管理部施設管理課長 廃棄

2017年度 文系経理課 施設 平成２９年度　文系６部局施設関係2/3 施・文系経理課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙
(文)施設管理課
事務室

施設管理部施設管理課長 廃棄

2017年度 文系経理課 施設 平成２９年度　文系６部局施設関係3/3 施・文系経理課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙
(文)施設管理課
事務室

施設管理部施設管理課長 廃棄

2017年度 文系経理課 施設 平成２９年度　文系総合館業務日報 施・文系経理課長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙
(文)文系総合館
620倉庫

施設管理部施設管理課長 廃棄

2017年度 文系経理課 施設 平成２９年度　八雲会館業務日報 施・文系経理課長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙
(文)文系総合館
620倉庫

施設管理部施設管理課長 廃棄

2017年度 文系経理課 施設 平成２９年度　警備業務報告書 施・文系経理課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙
(文)文系総合館
620倉庫

施設管理部施設管理課長 廃棄

2017年度 文系経理課 施設 平成２９年度　電気設備点検 施・文系経理課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙
(文)文系総合館
620倉庫

施設管理部施設管理課長 廃棄

2017年度 文系経理課 施設 平成２９年度　保全業務（空調設備EHP・換気扇等） 施・文系経理課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙
(文)文系総合館
620倉庫

施設管理部施設管理課長 廃棄

2017年度 文系経理課 施設 平成２９年度　保全業務（空調設備GHP) 施・文系経理課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙
(文)文系総合館
620倉庫

施設管理部施設管理課長 廃棄

2017年度 文系経理課 施設
平成２９年度　特定建築物環境安全衛生管理業務
　　　　　　　　　保全業務（水槽保全）

施・文系経理課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙
(文)文系総合館
620倉庫

施設管理部施設管理課長 廃棄

2017年度 文系経理課 施設
平成２９年度　保全業務（エレベーター）
　　　　　　　　　保全業務（自動扉）

施・文系経理課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙
(文)文系総合館
620倉庫

施設管理部施設管理課長 廃棄

2017年度 文系経理課 施設 平成２９年度　保全業務（消防設備）前期 施・文系経理課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙
(文)文系総合館
620倉庫

施設管理部施設管理課長 廃棄

2017年度 文系経理課 施設 平成２９年度　保全業務（消防設備）後期 施・文系経理課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙
(文)文系総合館
620倉庫

施設管理部施設管理課長 廃棄

2017年度 文系経理課 施設 平成２９年度　保全業務（防災管理）年一 施・文系経理課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙
(文)文系総合館
620倉庫

施設管理部施設管理課長 廃棄

2017年度 文系経理課 施設 平成２９年度　防火防災関係 施・文系経理課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙
(文)施設管理課
事務室

施設管理部施設管理課長 廃棄

2017年度 文系経理課 施設 平成２９年度　資産貸付申請書 施・文系経理課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙
(文)文系総合館
620倉庫

施設管理部施設管理課長 廃棄

2017年度 文系経理課 施設 平成２９・３０年度　資産除却関係 施・文系経理課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙
(文)施設管理課
事務室

施設管理部施設管理課長 廃棄

2017年度 文系経理課 施設 平成２９・３０年度　光熱水料に係る経費区分の比率基準 施・文系経理課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙
(文)施設管理課
事務室

施設管理部施設管理課長 廃棄

2017年度 文系経理課 施設 平成２９・３０年度　電話回線 施・文系経理課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙
(文)施設管理課
事務室

施設管理部施設管理課長 廃棄

2017年度 文系経理課 施設 平成２９・３０年度　入退管理登録対応 施・文系経理課長 2019/4/1 2年 2024/3/31 紙
(文)文系総合館
620倉庫

施設管理部施設管理課長 廃棄

2018年度 文系経理課 施設 平成３０年度　清掃作業報告書　（文） 施・文系経理課長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙
(文)文系総合館
620倉庫

施設管理部施設管理課長 廃棄

2018年度 文系経理課 施設 平成３０年度　清掃作業報告書　（教） 施・文系経理課長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙
(文)文系総合館
620倉庫

施設管理部施設管理課長 廃棄

2018年度 文系経理課 施設 平成３０年度　清掃作業報告書　（法） 施・文系経理課長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙
(文)文系総合館
620倉庫

施設管理部施設管理課長 廃棄

2018年度 文系経理課 施設 平成３０年度　清掃作業報告書　（法政） 施・文系経理課長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙
(文)文系総合館
620倉庫

施設管理部施設管理課長 廃棄

2018年度 文系経理課 施設 平成３０年度　清掃作業報告書　（アジア） 施・文系経理課長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙
(文)文系総合館
620倉庫

施設管理部施設管理課長 廃棄

2018年度 文系経理課 施設 平成３０年度　清掃作業報告書　（経） 施・文系経理課長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙
(文)文系総合館
620倉庫

施設管理部施設管理課長 廃棄
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2018年度 文系経理課 施設 平成３０年度　清掃作業報告書　（開） 施・文系経理課長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙
(文)文系総合館
620倉庫

施設管理部施設管理課長 廃棄

2018年度 文系経理課 施設 平成３０年度　清掃作業報告書　（言） 施・文系経理課長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙
(文)文系総合館
620倉庫

施設管理部施設管理課長 廃棄

2018年度 文系経理課 施設 平成３０年度　清掃作業報告書　（文総） 施・文系経理課長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙
(文)文系総合館
620倉庫

施設管理部施設管理課長 廃棄

2018年度 文系経理課 施設 平成３０年度　文系６部局施設関係1/3 施・文系経理課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙
(文)施設管理課
事務室

施設管理部施設管理課長 廃棄

2018年度 文系経理課 施設 平成３０年度　文系６部局施設関係2/3 施・文系経理課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙
(文)施設管理課
事務室

施設管理部施設管理課長 廃棄

2018年度 文系経理課 施設 平成３０年度　文系６部局施設関係3/3 施・文系経理課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙
(文)施設管理課
事務室

施設管理部施設管理課長 廃棄

2018年度 文系経理課 施設 平成３０年度　文系総合館業務日報 施・文系経理課長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙
(文)文系総合館
620倉庫

施設管理部施設管理課長 廃棄

2018年度 文系経理課 施設 平成３０年度　八雲会館業務日報 施・文系経理課長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙
(文)文系総合館
620倉庫

施設管理部施設管理課長 廃棄

2018年度 文系経理課 施設 平成３０年度　警備業務報告書 施・文系経理課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙
(文)文系総合館
620倉庫

施設管理部施設管理課長 廃棄

2018年度 文系経理課 施設 平成３０年度　電気設備点検 施・文系経理課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙
(文)文系総合館
620倉庫

施設管理部施設管理課長 廃棄

2018年度 文系経理課 施設 平成３０年度　保全業務（空調設備EHP・換気扇等） 施・文系経理課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙
(文)文系総合館
620倉庫

施設管理部施設管理課長 廃棄

2018年度 文系経理課 施設 平成３０年度　保全業務（空調設備GHP) 施・文系経理課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙
(文)文系総合館
620倉庫

施設管理部施設管理課長 廃棄

2018年度 文系経理課 施設
平成３０年度　特定建築物環境安全衛生管理業務
　　　　　　　　　保全業務（水槽保全）

施・文系経理課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙
(文)文系総合館
620倉庫

施設管理部施設管理課長 廃棄

2018年度 文系経理課 施設
平成３０年度　保全業務（エレベーター）

施・文系経理課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙
(文)文系総合館
620倉庫

施設管理部施設管理課長 廃棄

2018年度 文系経理課 施設 平成３０年度　保全業務（消防設備）前期 施・文系経理課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙
(文)文系総合館
620倉庫

施設管理部施設管理課長 廃棄

2018年度 文系経理課 施設 平成３０年度　保全業務（消防設備）後期 施・文系経理課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙
(文)文系総合館
620倉庫

施設管理部施設管理課長 廃棄

2018年度 文系経理課 施設 平成３０年度　保全業務（防災管理）年一 施・文系経理課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙
(文)文系総合館
620倉庫

施設管理部施設管理課長 廃棄

2018年度 文系経理課 施設 平成３０年度　資産貸付申請書 施・文系経理課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙
(文)施設管理課
事務室

施設管理部施設管理課長 廃棄

2019年度 文系 施設 令和元年度　清掃作業報告書　（文） 施設管理課長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙
(文)施設管理課
事務室

施設管理部施設管理課長 廃棄

2019年度 文系 施設 令和元年度　清掃作業報告書　（教） 施設管理課長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙
(文)施設管理課
事務室

施設管理部施設管理課長 廃棄

2019年度 文系 施設 令和元年度　清掃作業報告書　（法） 施設管理課長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙
(文)施設管理課
事務室

施設管理部施設管理課長 廃棄

2019年度 文系 施設 令和元年度　清掃作業報告書　（法政） 施設管理課長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙
(文)施設管理課
事務室

施設管理部施設管理課長 廃棄

2019年度 文系 施設 令和元年度　清掃作業報告書　（アジア） 施設管理課長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙
(文)施設管理課
事務室

施設管理部施設管理課長 廃棄

2019年度 文系 施設 令和元年度　清掃作業報告書　（経） 施設管理課長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙
(文)施設管理課
事務室

施設管理部施設管理課長 廃棄

2019年度 文系 施設 令和元年度　清掃作業報告書　（開） 施設管理課長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙
(文)施設管理課
事務室

施設管理部施設管理課長 廃棄

2019年度 文系 施設 令和元年度　清掃作業報告書　（言） 施設管理課長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙
(文)施設管理課
事務室

施設管理部施設管理課長 廃棄

2019年度 文系 施設 令和元年度　清掃作業報告書　（文総） 施設管理課長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙
(文)施設管理課
事務室

施設管理部施設管理課長 廃棄

2019年度 文系 施設
令和元年度　臨時入構・駐車許可申請交付簿
　　　　　　　　　　（文学）

施設管理課長 2020/4/1 1年 2021/3/31 紙
(文)施設管理課
事務室

施設管理部施設管理課長 廃棄

2019年度 文系 施設
令和元年度　臨時入構・駐車許可申請交付簿
　　　　　　　　　　（教育）

施設管理課長 2020/4/1 1年 2021/3/31 紙
(文)施設管理課
事務室

施設管理部施設管理課長 廃棄

2019年度 文系 施設
令和元年度　臨時入構・駐車許可申請交付簿
　　　　　　　　　　（法・経・開）

施設管理課長 2020/4/1 1年 2021/3/31 紙
(文)施設管理課
事務室

施設管理部施設管理課長 廃棄

2019年度 文系 施設
令和元年度　臨時入構・駐車許可申請交付簿
　　　　　　　　　　（文系事務）

施設管理課長 2020/4/1 1年 2021/3/31 紙
(文)施設管理課
事務室

施設管理部施設管理課長 廃棄

2019年度 文系 施設 令和元年度　入構・駐車許可申請書（文学） 施設管理課長 2020/4/1 1年 2021/3/31 紙
(文)施設管理課
事務室

施設管理部施設管理課長 廃棄
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2019年度 文系 施設 令和元年度　入構・駐車許可申請書（教育） 施設管理課長 2020/4/1 1年 2021/3/31 紙
(文)施設管理課
事務室

施設管理部施設管理課長 廃棄

2019年度 文系 施設 令和元年度　入構・駐車許可申請書（法学） 施設管理課長 2020/4/1 1年 2021/3/31 紙
(文)施設管理課
事務室

施設管理部施設管理課長 廃棄

2019年度 文系 施設 令和元年度　入構・駐車許可申請書（経済） 施設管理課長 2020/4/1 1年 2021/3/31 紙
(文)施設管理課
事務室

施設管理部施設管理課長 廃棄

2019年度 文系 施設 令和元年度　入構・駐車許可申請書（国開） 施設管理課長 2020/4/1 1年 2021/3/31 紙
(文)施設管理課
事務室

施設管理部施設管理課長 廃棄

2019年度 文系 施設 令和元年度　文系６部局施設関係1/2 施設管理課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙
(文)施設管理課
事務室

施設管理部施設管理課長 廃棄

2019年度 文系 施設 令和元年度　文系６部局施設関係2/2 施設管理課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙
(文)施設管理課
事務室

施設管理部施設管理課長 廃棄

2019年度 文系 施設 令和元年度　警備業務報告書 施設管理課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙
(文)施設管理課
事務室

施設管理部施設管理課長 廃棄

2019年度 文系 施設 令和元年度　保全業務（消防設備）前期 施設管理課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙
(文)施設管理課
事務室

施設管理部施設管理課長 廃棄

2019年度 文系 施設 令和元年度　保全業務（消防設備）後期 施設管理課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙
(文)施設管理課
事務室

施設管理部施設管理課長 廃棄

2019年度 文系 施設 令和元年度　保全業務（防災管理）年一 施設管理課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙
(文)施設管理課
事務室

施設管理部施設管理課長 廃棄

2019年度 文系 施設 令和元年度　資産貸付申請書 施設管理課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙
(文)施設管理課
事務室

施設管理部施設管理課長 廃棄

2019年度 文系 施設 令和元年度　休日の電子錠　解錠設定依頼 施設管理課長 2020/4/1 1年 2021/3/31 紙
(文)施設管理課
事務室

施設管理部施設管理課長 廃棄

2019年度 文系 施設 令和元年度　債務計上票（文系） 施設管理課長 2020/4/1 7年 2027/3/31 紙
(文)施設管理課
事務室

施設管理部施設管理課長 廃棄

2009年度 会計 用度 消防計画作成（変更）届出書 情報学部・情報学研究科会 2010/3/31 無期限 － 紙 （情）１２０資料室 施設管理部施設管理課長 移管

2015年度 会計 会計 消防用設備等点検結果報告書　平成２７年度 情報学部・情報学研究科会 2016/3/31 5年 2021/3/31 紙 (情）会計事務室 施設管理部施設管理課長 廃棄

2017年度 会計 会計 水槽保全業務報告書　平成２９年度 情報学部・情報学研究科会 2018/3/31 5年 2023/3/31 紙 (情）会計事務室 施設管理部施設管理課長 廃棄

2018年度 会計 会計 水槽保全業務報告書　平成30年度 情報学部・情報学研究科会 2019/3/31 5 2024/3/31 紙 (情）会計事務室 施設管理部施設管理課長 廃棄

2019年度 会計 施設 令和元年度　総長裁量ｽﾍﾟｰｽ　申請書　外 情報学部・情報学研究科会 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 （情）施設管理部　施設管理部施設管理課長 廃棄

2019年度 会計 施設 令和元年度　資産貸付申請書 情報学部・情報学研究科会 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 （情）施設管理部　施設管理部施設管理課長 廃棄

2019年度 会計 施設 令和元年度　電話回線工事依頼書 情報学部・情報学研究科会 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 （情）施設管理部　施設管理部施設管理課長 廃棄

2019年度 会計 施設 令和元年度　消防用設備等点検結果報告書（前期） 情報学部・情報学研究科会 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 （情）施設管理部　施設管理部施設管理課長 廃棄

2019年度 営繕ｸﾞﾙｰﾌﾟ 施設 令和元年度　消防用設備等点検結果報告書（後期） 施設管理課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 （情）施設管理部　施設管理部施設管理課長 廃棄

2019年度 会計 施設 令和元年度　防災管理点検　不良箇所図面 情報学部・情報学研究科会 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 （情）施設管理部　施設管理部施設管理課長 廃棄

2019年度 営繕ｸﾞﾙｰﾌﾟ 施設 令和元年度　債務計上票 施設管理課長 2020/4/1 7年 2027/3/31 紙 （情）施設管理部　施設管理部施設管理課長 廃棄

2019年度 営繕ｸﾞﾙｰﾌﾟ 施設 令和元年度　警備業務報告書 施設管理課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 （情）施設管理部　施設管理部施設管理課長 廃棄

2019年度 営繕ｸﾞﾙｰﾌﾟ 施設 令和元年度　ドラフトチャンバー　定期自主検査記録 施設管理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 （情）施設管理部　施設管理部施設管理課長 廃棄

2019年度 営繕ｸﾞﾙｰﾌﾟ 施設 令和元年度　調書 施設管理課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 （情）施設管理部　施設管理部施設管理課長 廃棄

2010年度 管理 会議 平成22年度安全委員会議事概要 理学部事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙
（理）理学部Ｃ館
事務倉庫

施設管理部施設管理課長 移管

2010年度 管理 会議 平成22年度建築委員会議事概要 理学部事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙
（理）理学部Ｃ館
事務倉庫

施設管理部施設管理課長 移管

2011年度 管理 会議 平成23年度安全委員会議事概要 理学部事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙
（理）理学部Ｃ館
事務倉庫

施設管理部施設管理課長 移管

2011年度 管理 会議 平成23年度建築委員会議事概要 理学部事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙
（理）理学部Ｃ館
事務倉庫

施設管理部施設管理課長 移管

2011年度 管理 会議 平成23年度交通対策委員会議事概要 理学部事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙
（理）理学部Ｃ館
事務倉庫

施設管理部施設管理課長 移管
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2012年度 管理 会議 平成24年度安全委員会議事概要 理学部事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙
（理）理学部Ｃ館
事務倉庫

施設管理部施設管理課長 移管

2012年度 管理 会議 平成24年度建築委員会議事概要 理学部事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙
（理）理学部Ｃ館
事務倉庫

施設管理部施設管理課長 移管

2012年度 管理 会議 平成24年度交通対策委員会議事概要 理学部事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙
（理）理学部Ｃ館
事務倉庫

施設管理部施設管理課長 移管

2013年度 管理 会議 平成25年度安全委員会議事概要 理学部事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙
（理）理学部Ｃ館
事務倉庫

施設管理部施設管理課長 移管

2013年度 管理 会議 平成25年度建築委員会議事概要 理学部事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙
（理）理学部Ｃ館
事務倉庫

施設管理部施設管理課長 移管

2013年度 管理 会議 平成25年度交通対策委員会議事概要 理学部事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙
（理）理学部Ｃ館
事務倉庫

施設管理部施設管理課長 移管

2014年度 管理 会議 平成26年度安全委員会議事概要 理学部事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙
（理）理学部Ｃ館
事務倉庫

施設管理部施設管理課長 移管

2014年度 管理 会議 平成26年度建築委員会議事概要 理学部事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙
（理）理学部Ｃ館
事務倉庫

施設管理部施設管理課長 移管

2014年度 管理 会議 平成26年度交通対策委員会議事概要 理学部事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙
（理）理学部Ｃ館
事務倉庫

施設管理部施設管理課長 移管

2015年度 管理 会議 平成27年度交通対策委員会議事概要 理学部事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙
（理）理学部Ｃ館
事務倉庫

施設管理部施設管理課長 移管

2015年度 管理 会議 平成27年度建築委員会議事概要 理学部事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙
（理）理学部Ｃ館
事務倉庫

施設管理部施設管理課長 移管

2015年度 管理 会議 平成27年度安全委員会議事概要 理学部事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙
（理）理学部Ｃ館
事務倉庫

施設管理部施設管理課長 移管

2015年度 管理 環境整備 平成27年度マニフェスト 理学部事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙
（理）理学部Ｃ館
事務倉庫

施設管理部施設管理課長 廃棄

2012年度 管理 契約 平成24年度支出決議書 理学部事務長 2013/4/1
7年2ヶ

月
2020/5/31 紙

（理）理学部Ｃ館
事務倉庫

施設管理部施設管理課長 廃棄

2013年度 管理 契約 平成25年度支出決議書 理学部事務長 2014/4/1
7年2ヶ

月
2021/5/31 紙

（理）理学部Ｃ館
事務倉庫

施設管理部施設管理課長 廃棄

2014年度 管理 契約 平成26年度支出決議書 理学部事務長 2015/4/1
7年2ヶ

月
2022/5/31 紙

（理）理学部Ｃ館
事務倉庫

施設管理部施設管理課長 廃棄

2015年度 管理 契約 平成27年度支出決議書 理学部事務長 2016/4/1
7年2ヶ

月
2023/5/31 紙

（理）理学部Ｃ館
事務倉庫

施設管理部施設管理課長 廃棄

1999年度 管理 施設管理 危険物設置届出書、取扱者変更届 (2000.2.15) 理学部事務長 2000/4/1 30年 2030/3/31 紙
（理）理学部Ｃ館
事務倉庫

施設管理部施設管理課長 廃棄

2007年度 管理 施設管理 高圧ガス関係綴りＳ５３～ 理学部事務長 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙
（理）理学部Ｃ館
事務倉庫

施設管理部施設管理課長 廃棄

2000年度 管理 施設管理 高圧ガス関係綴りＨ５～ 理学部事務長 2001/4/1 30年 2031/3/31 紙
（理）理学部Ｃ館
事務倉庫

施設管理部施設管理課長 廃棄

1999年度 管理 施設管理 年共同教育研究施設消防設備維持台帳  (2004.2.15) 理学部事務長 2000/4/1 30年 2030/3/31 紙
（理）理学部Ｃ館
事務倉庫

施設管理部施設管理課長 廃棄

1999年度 管理 施設管理 理学部消防設備維持台帳  (2000.2.15) 理学部事務長 2000/4/1 30年 2030/3/31 紙
（理）理学部Ｃ館
事務倉庫

施設管理部施設管理課長 廃棄

2007年度 管理 施設管理 理学部消防設備維持台帳  (平成19年度から) 理学部事務長 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙
（理）理学部Ｃ館
事務倉庫

施設管理部施設管理課長 廃棄

2009年度 管理 届出 高圧ガス製造事業届出書（物国） 理学部事務長 2010/4/1 30年 2040/3/31 紙
（理）理学部Ｃ館
事務倉庫

施設管理部施設管理課長 廃棄

2009年度 管理 届出 高圧ガス製造装置等変更届出書（物国） 理学部事務長 2010/4/1 30年 2040/3/31 紙
（理）理学部Ｃ館
事務倉庫

施設管理部施設管理課長 廃棄

2015年度 管理 届出 平成27年度消防用設備等点検結果報告書 理学部事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙
（理）理学部Ｃ館
事務倉庫

施設管理部施設管理課長 廃棄
ファイル名変更
（旧：消防点検書類）

1999年度 管理 届出 防火管理者選任届、解任届  (2000.2.15) 理学部事務長 2000/4/1 30年 2030/3/31 紙
（理）理学部Ｃ館
事務倉庫

施設管理部施設管理課長 廃棄

2016年度 管理 会議
平成28年度委員会議事概要（交通対策委員会・建築委員
会・安全委員会）

理学部事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙
（理）理学部Ｃ館
事務倉庫

施設管理部施設管理課長 移管

2016年度 管理 環境整備 平成28年度マニフェスト 理学部事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙
（理）理学部Ｃ館
事務倉庫

施設管理部施設管理課長 廃棄

2016年度 管理 契約 平成28年度債務計上票 理学部事務長 2017/4/1
7年2ヶ

月
2024/5/31 紙

（理）理学部Ｃ館
事務倉庫

施設管理部施設管理課長 廃棄
ファイル名変更
（旧：支出決議書）

2016年度 管理 届出 平成28年度消防用設備等点検結果報告書 理学部事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙
（理）理学部Ｃ館
事務倉庫

施設管理部施設管理課長 廃棄
ファイル名変更
（旧：消防点検書類）

2017年度 管理 安全衛生
平成29年度局所排気装置等（ドラフトチャンバー）定期自
主検査記録

理学部事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙
（理）施設管理部
施設管理課

施設管理部施設管理課長 廃棄
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2017年度 管理 会議
平成29年度委員会議事概要（交通対策委員会・建築委員
会・安全委員会）

理学部事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙
（理）理学部Ｃ館
事務倉庫

施設管理部施設管理課長 移管

2017年度 管理 環境整備 平成29年度マニフェスト 理学部事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙
（理）理学部Ｃ館
事務倉庫

施設管理部施設管理課長 廃棄

2017年度 管理 契約 平成29年度債務計上票 理学部事務長 2018/4/1
7年2ヶ

月
2025/5/31 紙

（理）理学部Ｃ館
事務倉庫

施設管理部施設管理課長 廃棄
ファイル名変更
（旧：支出決議書）

2017年度 管理 届出 平成29年度消防用設備等点検結果報告書 理学部事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙
（理）理学部Ｃ館
事務倉庫

施設管理部施設管理課長 廃棄
ファイル名変更
（旧：消防点検書類）

2018年度 管理 安全衛生
平成30年度局所排気装置等（ドラフトチャンバー）定期自
主検査記録

理学部事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙
（理）施設管理部
施設管理課

施設管理部施設管理課長 廃棄

2018年度 管理 会議
平成30年度委員会議事概要（交通対策委員会・建築委員
会・安全委員会）

理学部事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙
（理）理学部Ｃ館
事務倉庫

施設管理部施設管理課長 移管

2018年度 管理 環境整備 平成30年度マニフェスト 理学部事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙
（理）理学部Ｃ館
事務倉庫

施設管理部施設管理課長 廃棄

2018年度 管理 契約 平成30年度債務計上票 理学部事務長 2019/4/1
7年2ヶ

月
2026/5/31 紙

（理）施設管理部
施設管理課

施設管理部施設管理課長 廃棄
ファイル名変更
（旧：支出決議書）

2018年度 管理 届出 平成30年度消防用設備等点検結果報告書 理学部事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙
（理）理学部Ｃ館
事務倉庫

施設管理部施設管理課長 廃棄
ファイル名変更
（旧：消防点検書類）

2019年度 管理 安全衛生
令和元年度　理学部・多元数理科学研究科・遺伝子実験
施設　　　　　　　　　　　　　　　　自動車入構申請関係綴

施設管理部施設管理課長 2020/4/1 1年 2021/3/31 紙
（理）施設管理部
施設管理課

施設管理部施設管理課長 廃棄
保存期間変更
5年→1年

2019年度 管理 安全衛生
令和元年度局所排気装置等（ドラフトチャンバー）定期自
主検査記録

施設管理部施設管理課長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙
（理）施設管理部
施設管理課

施設管理部施設管理課長 廃棄

2019年度 管理 会議
令和元年度委員会議事概要（交通対策委員会・建築委員
会・安全委員会）

施設管理部施設管理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙
（理）施設管理部
施設管理課

施設管理部施設管理課長 移管

2019年度 管理 環境整備 令和元年度マニフェスト 施設管理部施設管理課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙
（理）施設管理部
施設管理課

施設管理部施設管理課長 廃棄

2019年度 管理 契約 令和元年度債務計上票 施設管理部施設管理課長 2020/4/1
7年2ヶ

月
2027/5/31 紙

（理）施設管理部
施設管理課

施設管理部施設管理課長 廃棄

2019年度 管理 届出 令和元年度消防用設備等点検結果報告書 施設管理部施設管理課長 2020/4/1 3年 2022/3/31 紙
（理）施設管理部
施設管理課

施設管理部施設管理課長 廃棄
ファイル名変更
（旧：消防点検書類）

1967年度 施設・管理 施設
昭和39～42年度 核燃料物質取扱施設関係 核燃料物質
関係書類綴　 (工学部・工学研究科)

工学部経理課長 1968年4月1日 永年 － 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1969年度 施設・管理 施設
昭和43～44年度 核燃料物質取扱施設関係 核燃料物質
関係書類綴　 (工学部・工学研究科)

工学部経理課長 1970年4月1日 永年 － 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1971年度 施設・管理 施設
昭和44～46年度 核燃料物質取扱施設関係 核燃料物質
関係書類綴　 (工学部・工学研究科)

工学部経理課長 1972年4月1日 永年 － 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1976年度 施設・管理 施設
昭和46～51年度 放射線取扱施設関係　放射線関係等書
類綴　雑件　 (工学部・工学研究科)

工学部経理課長 1977年4月1日 永年 － 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1977年度 施設・管理 施設
昭和51年1月～52年3月 核燃料物質取扱施設関係 核燃
料物質関係書類綴　 (工学部・工学研究科)

工学部経理課長 1978年4月1日 永年 － 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1977年度 施設・管理 施設
昭和52年度 核燃料物質取扱施設関係 核燃料物質関係
書類綴　 (工学部・工学研究科)

工学部経理課長 1978年4月1日 永年 － 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1978年度 施設・管理 施設
昭和50～53年度 放射線取扱施設関係　放射性同位元素
等関係書類綴　雑件　 (工学部・工学研究科)

工学部経理課長 1979年4月1日 永年 － 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1978年度 施設・管理 施設
昭和53年度 高周波利用設備取扱施設関係　高周波利用
設備申請関係綴 (工学部・工学研究科)

工学部経理課長 1979年4月1日 永年 － 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1979年度 施設・管理 施設
昭和53～54年度 核燃料物質取扱施設関係 核燃料物質
関係書類綴　 (工学部・工学研究科)

工学部経理課長 1980年4月1日 永年 － 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1980年度 施設・管理 施設
昭和53～55年度 放射線取扱施設関係　放射性同位元素
等関係書類綴　 (工学部・工学研究科)

工学部経理課長 1981年4月1日 永年 － 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1981年度 施設・管理 施設
昭和54～56年度 高圧ガス製造施設取扱関係 (工学部・
工学研究科)

工学部経理課長 1982年4月1日 永年 － 紙
工学部経理課倉
庫

施設管理部施設管理課長 移管

1982年度 施設・管理 施設
昭和56～57年度 放射線取扱施設関係 (工学部・工学研
究科)

工学部経理課長 1983年4月1日 永年 － 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1982年度 施設・管理 施設 昭和57年度 放射線取扱施設関係 (工学部・工学研究科) 工学部経理課長 1983年4月1日 永年 － 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1982年度 施設・管理 施設 昭和57年度 放射線取扱施設関係 (工学部・工学研究科) 工学部経理課長 1983年4月1日 永年 － 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1984年度 施設・管理 施設
昭和58～59年度 放射線取扱施設関係 (工学部・工学研
究科)

工学部経理課長 1985年4月1日 永年 － 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1984年度 施設・管理 施設
昭和57～59年度 危険物取扱施設関係 (工学部・工学研
究科)

工学部経理課長 1985年4月1日 永年 － 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1985年度 施設・管理 施設
昭和48・50・58～60年度 高圧ガス製造施設取扱関係 (工
学部・工学研究科)

工学部経理課長 1986年4月1日 永年 － 紙
工学部経理課倉
庫

施設管理部施設管理課長 移管
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1986年度 施設・管理 施設 昭和61年度 危険物取扱施設関係 (工学部・工学研究科) 工学部経理課長 1987年4月1日 永年 － 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1986年度 施設・管理 施設
昭和51～61年度 高圧ガス製造施設取扱関係 (工学部・
工学研究科)

工学部経理課長 1987年4月1日 永年 － 紙
工学部経理課倉
庫

施設管理部施設管理課長 移管

1987年度 施設・管理 施設 昭和62年度 危険物取扱施設関係 (工学部・工学研究科) 工学部経理課長 1988年4月1日 永年 － 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1987年度 施設・管理 届出 昭和62年度 消防届入関係 (工学部・工学研究科) 工学部経理課長 1988年4月1日 永年 － 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1987年度 施設・管理 届出 昭和62年度 消防届入関係 (工学部・工学研究科) 工学部経理課長 1988年4月1日 永年 － 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1988年度 施設・管理 施設
昭和60・63年度 危険物取扱施設関係 (工学部・工学研究
科)

工学部経理課長 1989年4月1日 永年 － 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1988年度 施設・管理 施設
昭和57～63年度 高圧ガス製造施設取扱関係 (工学部・
工学研究科)

工学部経理課長 1989年4月1日 永年 － 紙
工学部経理課倉
庫

施設管理部施設管理課長 移管

1989年度 施設・管理 施設
昭和58～平成1年度 放射線取扱施設関係 (工学部・工学
研究科)

工学部経理課長 1990年4月1日 永年 － 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1989年度 施設・管理 施設
昭和59～平成1年度 核原料物質取扱施設関係 (工学部・
工学研究科)

工学部経理課長 1990年4月1日 永年 － 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1990年度 施設・管理 施設
平成1～2年度 放射線取扱施設関係 実態報告書・ 取扱
主任者等従事者身分及び交換・命免等 (工学部・工学研

工学部経理課長 1991年4月1日 永年 － 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1990年度 施設・管理 施設
平成2年度 核原料物質取扱施設関係 (工学部・工学研究
科)

工学部経理課長 1991年4月1日 永年 － 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1990年度 施設・管理 施設
昭和58～平成2年度 核原料物質取扱施設関係 計量管
理報告書　 (工学部・工学研究科)

工学部経理課長 1991年4月1日 永年 － 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1990年度 施設・管理 施設
平成1～2年度 高圧ガス製造施設取扱関係 (工学部・工
学研究科)

工学部経理課長 1991年4月1日 永年 － 紙
工学部経理課倉
庫

施設管理部施設管理課長 移管

1991年度 施設・管理 施設
昭和58～平成3年度 放射線取扱施設関係 (工学部・工学
研究科)

工学部経理課長 1992年4月1日 永年 － 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1991年度 施設・管理 施設
平成3年度 放射線取扱施設関係　放射性同位元素等に
関する安全管理　 (工学部・工学研究科)

工学部経理課長 1992年4月1日 永年 － 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1991年度 施設・管理 施設
昭和61～平成3年度 高圧ガス製造施設取扱関係 (工学
部・工学研究科)

工学部経理課長 1992年4月1日 永年 － 紙
工学部経理課倉
庫

施設管理部施設管理課長 移管

1991年度 施設・管理 施設
昭和58年4月～平成3年4月 放射線管理報告（四半期毎，
上期下期）　 (工学部・工学研究科)

工学部経理課長 1992年4月1日 永年 － 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1992年度 施設・管理 施設
平成3～4年度 危険物取扱施設関係　安全実態調査関係
(工学部・工学研究科)

工学部経理課長 1993年4月1日 永年 － 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1992年度 施設・管理 施設
昭和52～平成4年度 危険物取扱施設関係　危険物許可
（変更）申請②　 (工学部・工学研究科)

工学部経理課長 1993年4月1日 永年 － 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1992年度 施設・管理 施設
昭和60～平成4年度 放射線取扱施設関係　放射線取扱
主任者等交換・命令等の関係書類綴　 (工学部・工学研

工学部経理課長 1993年4月1日 永年 － 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1992年度 施設・管理 届出
平成4年度 消防届入関係　消防用設備等設置届出書
(工学部・工学研究科)

工学部経理課長 1993年4月1日 永年 － 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1993年度 施設・管理 施設
昭和47～平成5年度 高圧ガス製造施設取扱関係 (工学
部・工学研究科)

工学部経理課長 1994年4月1日 永年 － 紙
工学部経理課倉
庫

施設管理部施設管理課長 移管

1993年度 施設・管理 施設
平成2～5年度 放射線取扱施設関係 (工学部・工学研究
科)

工学部経理課長 1994年4月1日 永年 － 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1993年度 施設・管理 施設 平成5年度 放射線取扱施設関係 (工学部・工学研究科) 工学部経理課長 1994年4月1日 永年 － 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1993年度 施設・管理 施設
平成5年度 核原料物質取扱施設関係 (工学部・工学研究
科)

工学部経理課長 1994年4月1日 永年 － 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1993年度 施設・管理 施設 平成5年度 放射線取扱施設関係 (工学部・工学研究科) 工学部経理課長 1994年4月1日 永年 － 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1993年度 施設・管理 施設
昭和55～平成5年度 危険物取扱施設関係　危険物許可
（変更）申請①　 (工学部・工学研究科)

工学部経理課長 1994年4月1日 永年 － 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1993年度 施設・管理 届出 平成5年度 消防届入関係 (工学部・工学研究科) 工学部経理課長 1994年4月1日 永年 － 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1993年度 施設・管理 届出 平成5年度 消防届入関係 (工学部・工学研究科) 工学部経理課長 1994年4月1日 永年 － 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1994年度 施設・管理 施設
平成3～6年度 放射線取扱施設関係 (工学部・工学研究
科)

工学部経理課長 1995年4月1日 永年 － 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1994年度 施設・管理 施設
平成6年度 放射線取扱施設関係　放射線管理報告書上
期・下期　 (工学部・工学研究科)

工学部経理課長 1995年4月1日 永年 － 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1994年度 施設・管理 施設
平成6年度 放射線取扱施設関係　取扱主任者・従事者及
び交換・命令等実施報告書　 (工学部・工学研究科)

工学部経理課長 1995年4月1日 永年 － 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 移管
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1994年度 施設・管理 施設
昭和61～平成6年度 特定建築物関係 (工学部・工学研究
科)

工学部経理課長 1995年4月1日 永年 － 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1994年度 施設・管理 施設
平成6年度 高圧ガス製造施設取扱関係 (工学部・工学研
究科)

工学部経理課長 1995年4月1日 永年 － 紙
工学部経理課倉
庫

施設管理部施設管理課長 移管

1994年度 施設・管理 施設
平成6年度 高圧ガス製造施設取扱関係 (工学部・工学研
究科)

工学部経理課長 1995年4月1日 永年 － 紙
工学部経理課倉
庫

施設管理部施設管理課長 移管

1994年度 施設・管理 施設
平成5,6年度 高圧ガス製造施設取扱関係 (工学部・工学
研究科)

工学部経理課長 1995年4月1日 永年 － 紙
工学部経理課倉
庫

施設管理部施設管理課長 移管

1994年度 施設・管理 施設
昭和52～平成6年度 高圧ガス製造施設取扱関係 (工学
部・工学研究科)

工学部経理課長 1995年4月1日 永年 － 紙
工学部経理課倉
庫

施設管理部施設管理課長 移管

1994年度 施設・管理 届出
平成6年度 消防台帳関係　防火管理台帳 (工学部・工学
研究科)

工学部経理課長 1995年4月1日 永年 － 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1994年度 施設・管理 届出 平成6年度 消防届入関係 (工学部・工学研究科) 工学部経理課長 1995年4月1日 永年 － 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1995年度 施設・管理 施設
平成3～7年度 核原料物質取扱施設関係　計量管理報告
書　 (工学部・工学研究科)

工学部経理課長 1996年4月1日 永年 － 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1995年度 施設・管理 施設
平成7年度 核原料物質取扱施設関係　計量管理報告書
(工学部・工学研究科)

工学部経理課長 1996年4月1日 永年 － 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1995年度 施設・管理 施設
平成7年度 核原料物質取扱施設関係 (工学部・工学研究
科)

工学部経理課長 1996年4月1日 永年 － 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1995年度 施設・管理 施設
平成1～7年度 高圧ガス製造施設取扱関係 (工学部・工
学研究科)

工学部経理課長 1996年4月1日 永年 － 紙
工学部経理課倉
庫

施設管理部施設管理課長 移管

1995年度 施設・管理 施設
平成7年度 高圧ガス製造施設取扱関係 (工学部・工学研
究科)

工学部経理課長 1996年4月1日 永年 － 紙
工学部経理課倉
庫

施設管理部施設管理課長 移管

1995年度 施設・管理 届出
平成7年度 消防届入関係　消防用設備等設置届出書
(工学部・工学研究科)

工学部経理課長 1996年4月1日 永年 － 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1996年度 施設・管理 施設 平成8年度 放射線取扱施設関係 (工学部・工学研究科) 工学部経理課長 1997年4月1日 永年 － 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1996年度 施設・管理 施設
平成8年度 核原料物質取扱施設関係 (工学部・工学研究
科)

工学部経理課長 1997年4月1日 永年 － 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1996年度 施設・管理 施設
平成8年度 核原料物質取扱施設関係 (工学部・工学研究
科)

工学部経理課長 1997年4月1日 永年 － 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1996年度 施設・管理 施設
平成8年度 高圧ガス製造施設取扱関係 (工学部・工学研
究科)

工学部経理課長 1997年4月1日 永年 － 紙
工学部経理課倉
庫

施設管理部施設管理課長 移管

1996年度 施設・管理 施設
平成7～8年度 高圧ガス製造施設取扱関係 (工学部・工
学研究科)

工学部経理課長 1997年4月1日 永年 － 紙
工学部経理課倉
庫

施設管理部施設管理課長 移管

1996年度 施設・管理 施設 平成8年度 放射線取扱施設関係 (工学部・工学研究科) 工学部経理課長 1997年4月1日 永年 － 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1996年度 施設・管理 施設 平成8年度 特定建築物関係 (工学部・工学研究科) 工学部経理課長 1997年4月1日 永年 － 紙
工学部経理課倉
庫

施設管理部施設管理課長 移管

1997年度 施設・管理 施設
平成9年度 核原料物質取扱施設関係　ＲＩ関係継続資料
(工学部・工学研究科)

工学部経理課長 1998年4月1日 永年 － 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1997年度 施設・管理 施設
平成9年度 高圧ガス製造施設取扱関係 (工学部・工学研
究科)

工学部経理課長 1998年4月1日 永年 － 紙
工学部経理課倉
庫

施設管理部施設管理課長 移管

1997年度 施設・管理 施設
平成4～9年度 高圧ガス製造施設取扱関係 (工学部・工
学研究科)

工学部経理課長 1998年4月1日 永年 － 紙
工学部経理課倉
庫

施設管理部施設管理課長 移管

1997年度 施設・管理 施設
平成7～9年度 高圧ガス製造施設取扱関係 (工学部・工
学研究科)

工学部経理課長 1998年4月1日 永年 － 紙
工学部経理課倉
庫

施設管理部施設管理課長 移管

1997年度 施設・管理 施設
平成8,9年度 核原料物質取扱施設関係　核燃料物質等
貯蔵届　 (工学部・工学研究科)

工学部経理課長 1998年4月1日 永年 － 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1998年度 施設・管理 施設
平成5～10年度 放射線取扱施設関係 (工学部・工学研究
科)

工学部経理課長 1999年4月1日 永年 － 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1998年度 施設・管理 施設 平成10年度 放射線取扱施設関係 (工学部・工学研究科) 工学部経理課長 1999年4月1日 永年 － 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1998年度 施設・管理 施設
昭和59～平成10年度 放射線取扱施設関係 (工学部・工
学研究科)

工学部経理課長 1999年4月1日 永年 － 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1998年度 施設・管理 施設
平成5～10年度 放射線取扱施設関係 (工学部・工学研究
科)

工学部経理課長 1999年4月1日 永年 － 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1998年度 施設・管理 施設
平成9～10年度 危険物取扱施設関係 (工学部・工学研究
科)

工学部経理課長 1999年4月1日 永年 － 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1998年度 施設・管理 施設 平成10年度 特定建築物関係 (工学部・工学研究科) 工学部経理課長 1999年4月1日 永年 － 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1998年度 施設・管理 施設
平成2～10年度 核原料物質取扱施設関係 (工学部・工学
研究科)

工学部経理課長 1999年4月1日 永年 － 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 移管
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1998年度 施設・管理 施設
昭和56～57・58・平成10年度 高圧ガス製造施設取扱関
係 (工学部・工学研究科)

工学部経理課長 1999年4月1日 永年 － 紙
工学部経理課倉
庫

施設管理部施設管理課長 移管

1998年度 施設・管理 施設
平成9,10年度 放射線取扱施設関係　放射線安全委員会
(工学部・工学研究科)

工学部経理課長 1999年4月1日 永年 － 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1998年度 施設・管理 施設 平成6～10年度 特定建築物関係 (工学部・工学研究科) 工学部経理課長 1999年4月1日 永年 － 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1998年度 施設・管理 施設
昭和59～平成10年度 放射線取扱施設関係　放射性同位
元素等の関係綴　使用施設の定期検査の申請　 (工学

工学部経理課長 1999年4月1日 永年 － 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1999年度 施設・管理 国有財産 平成11年度 国有財産台帳（副本） (工学部・工学研究科) 工学部経理課長 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

1999年度 施設・管理 施設
平成4～11年度 放射線取扱施設関係　放射性同位元素
設置施設調査　 (工学部・工学研究科)

工学部経理課長 2000年4月1日 永年 － 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1999年度 施設・管理 施設
平成11年度 放射線取扱施設関係　施設管理報告書
(工学部・工学研究科)

工学部経理課長 2000年4月1日 永年 － 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1999年度 施設・管理 施設 平成11年度 放射線取扱施設関係 (工学部・工学研究科) 工学部経理課長 2000年4月1日 永年 － 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1999年度 施設・管理 施設 平成11年度 放射線取扱施設関係 (工学部・工学研究科) 工学部経理課長 2000年4月1日 永年 － 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1999年度 施設・管理 施設
昭和59～平成11年度 核原料物質取扱施設関係 (工学
部・工学研究科)

工学部経理課長 2000年4月1日 永年 － 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

1999年度 施設・管理 施設
平成7～11年度 高圧ガス製造施設取扱関係 (工学部・工
学研究科)

工学部経理課長 2000年4月1日 永年 － 紙
工学部経理課倉
庫

施設管理部施設管理課長 移管

1999年度 施設・管理 施設
平成11年度 高圧ガス製造施設取扱関係 (工学部・工学
研究科)

工学部経理課長 2000年4月1日 永年 － 紙
工学部経理課倉
庫

施設管理部施設管理課長 移管

1999年度 施設・管理 届出 平成11年度 消防届入関係 (工学部・工学研究科) 工学部経理課長 2000年4月1日 永年 － 紙
工学部経理課倉
庫

施設管理部施設管理課長 移管

1999年度 施設・管理 届出 平成8～11年度 消防台帳関係 (工学部・工学研究科) 工学部経理課長 2000年4月1日 永年 － 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2000年度 施設・管理 国有財産 平成12年度 国有財産台帳（副本） (工学部・工学研究科) 工学部経理課長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2000年度 施設・管理 施設
平成9～12年度 放射線取扱施設関係 (工学部・工学研究
科)

工学部経理課長 2001年4月1日 永年 － 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2000年度 施設・管理 施設
平成12年度 放射線取扱施設関係　放射性同位元素等の
使用等に関する実態報告書綴　 (工学部・工学研究科)

工学部経理課長 2001年4月1日 永年 － 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2000年度 施設・管理 施設
平成8～12年度 危険物取扱施設関係 (工学部・工学研究
科)

工学部経理課長 2001年4月1日 永年 － 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2000年度 施設・管理 施設 平成12年度 危険物取扱施設関係 (工学部・工学研究科) 工学部経理課長 2001年4月1日 永年 － 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2000年度 施設・管理 施設
平成1～12年度 危険物取扱施設関係　危険物貯蔵所（地
下タンク）　 (工学部・工学研究科)

工学部経理課長 2001年4月1日 永年 － 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2000年度 施設・管理 施設
平成6～12年度 放射線取扱施設関係　放射線管理報告
書　 (工学部・工学研究科)

工学部経理課長 2001年4月1日 永年 － 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2000年度 施設・管理 届出 平成12年度 消防届入関係 (工学部・工学研究科) 工学部経理課長 2001年4月1日 永年 － 紙
工学部経理課倉
庫

施設管理部施設管理課長 移管

2000年度 施設・管理 届出 平成12年度 消防届入関係 (工学部・工学研究科) 工学部経理課長 2001年4月1日 永年 － 紙
工学部経理課倉
庫

施設管理部施設管理課長 移管

2001年度 施設・管理 国有財産
平成13年度 国有財産台帳（副本）　国有財産使用許可関
係綴（燃料電池設備関係）　 (工学部・工学研究科)

工学部経理課長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2001年度 施設・管理 国有財産
平成13年度 国有財産台帳（副本）　国有財産の寄付に関
する綴　 (工学部・工学研究科)

工学部経理課長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2001年度 施設・管理 国有財産
平成13年度 国有財産台帳（副本）　国有財産の用途廃止
について　 (工学部・工学研究科)

工学部経理課長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2001年度 施設・管理 国有財産
平成13年度 国有財産台帳（副本）　国有財産の異動に伴
う財産の供用及び国有財産台帳副本の整理について

工学部経理課長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2001年度 施設・管理 国有財産
平成9～13年度 国有財産台帳（副本） (工学部・工学研究
科)

工学部経理課長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2001年度 施設・管理 施設
平成13年度 放射線取扱施設関係　承認使用に係る変更
承認申請書　 (工学部・工学研究科)

工学部経理課長 2002年4月1日 永年 － 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2001年度 施設・管理 施設
平成13年度 核燃料物質取扱施設関係 (工学部・工学研
究科)

工学部経理課長 2002年4月1日 永年 － 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2001年度 施設・管理 施設
平成13年度 放射線取扱施設関係　国立大学等における
放射性同位元素等の管理に関する行政評価・監視の実

工学部経理課長 2002年4月1日 永年 － 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2001年度 施設・管理 施設
平成13年度 危険物取扱施設関係　国立大学等における
放射性同位元素等の管理に関する行政評価・監視の実

工学部経理課長 2002年4月1日 永年 － 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 移管
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2001年度 施設・管理 施設
平成13年度 危険物取扱施設関係　環境量子リサイクル
研究センターにおける国際規制物資使用承認申請書及

工学部経理課長 2002年4月1日 永年 － 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2001年度 施設・管理 施設
平成7～13年度 高圧ガス製造施設取扱関係 (工学部・工
学研究科)

工学部経理課長 2002年4月1日 永年 － 紙
工学部経理課倉
庫

施設管理部施設管理課長 移管

2001年度 施設・管理 施設
平成2～13年度 高圧ガス製造施設取扱関係 (工学部・工
学研究科)

工学部経理課長 2002年4月1日 永年 － 紙
工学部経理課倉
庫

施設管理部施設管理課長 移管

2001年度 施設・管理 施設
平成13年度 高圧ガス製造施設取扱関係 (工学部・工学
研究科)

工学部経理課長 2002年4月1日 永年 － 紙
工学部経理課倉
庫

施設管理部施設管理課長 移管

2001年度 施設・管理 施設
平成11～13年度 危険物取扱施設関係　名古屋大学劇毒
物の保管状況調査　 (工学部・工学研究科)

工学部経理課長 2002年4月1日 永年 － 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2001年度 施設・管理 施設
平成8～13年度 放射線取扱施設関係　Ｘ線装置届関係
(工学部・工学研究科)

工学部経理課長 2002年4月1日 永年 － 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2001年度 施設・管理 施設
平成9～13年度 核燃料物質取扱施設関係　核燃料物質
等貯蔵届　 (工学部・工学研究科)

工学部経理課長 2002年4月1日 永年 － 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2001年度 施設・管理 届出 平成13年度 消防届入関係 (工学部・工学研究科) 工学部経理課長 2002年4月1日 永年 － 紙
工学部経理課倉
庫

施設管理部施設管理課長 移管

2001年度 施設・管理 届出 平成13年度 消防届入関係 (工学部・工学研究科) 工学部経理課長 2002年4月1日 永年 － 紙
工学部経理課倉
庫

施設管理部施設管理課長 移管

2001年度 施設・管理 届出 平成13年度 消防届入関係 (工学部・工学研究科) 工学部経理課長 2002年4月1日 永年 － 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2001年度 施設・管理 報告
平成13年度 PCB保管取扱関係　PCB使用照明器具に関
する綴　 (工学部・工学研究科)

工学部経理課長 2002年4月1日 永年 － 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2001年度 施設・管理 報告
平成13年度 PCB保管取扱関係　PCB保管状況報告書関
係綴　 (工学部・工学研究科)

工学部経理課長 2002年4月1日 永年 － 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2001年度 施設・管理 施設
平成13年度 危険物取扱施設関係　廃棄物処理施設関係
資料 劇毒物及びPRTR法指定化学物質一覧 高圧ガスの

工学部経理課長 2002年4月1日 永年 － 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2002年度 施設・管理 国有財産
平成13～14年度 国有財産台帳（副本）　国有財産使用許
可（短期）関係綴　 (工学部・工学研究科)

工学部経理課長 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2002年度 施設・管理 国有財産
平成14年度 国有財産台帳（副本）　国有財産の用途廃止
について　 (工学部・工学研究科)

工学部経理課長 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2002年度 施設・管理 国有財産
平成14年度 国有財産台帳（副本）　国有財産監守状況報
告書　 (工学部・工学研究科)

工学部経理課長 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2002年度 施設・管理 国有財産
平成5～14年度 国有財産台帳（副本） (工学部・工学研究
科)

工学部経理課長 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2002年度 施設・管理 施設
平成6～14年度 危険物取扱施設関係 (工学部・工学研究
科)

工学部経理課長 2003年4月1日 永年 － 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2002年度 施設・管理 施設
平成12～14年度 危険物取扱施設関係　劇毒物管理区域
申請書　 (工学部・工学研究科)

工学部経理課長 2003年4月1日 永年 － 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2002年度 施設・管理 施設
平成14年度 危険物取扱施設関係　実験施設等における
安全管理状況の確認について　 (工学部・工学研究科)

工学部経理課長 2003年4月1日 永年 － 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2002年度 施設・管理 施設
平成14年度 危険物取扱施設関係　化学物質を取扱う実
験施設等の調査集計表（１－４）　 (工学部・工学研究科)

工学部経理課長 2003年4月1日 永年 － 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2002年度 施設・管理 施設
平成14年度 危険物取扱施設関係　化学物質を取扱う実
験施設等の調査集計表 様式１－２・１－４　　 (工学部・工

工学部経理課長 2003年4月1日 永年 － 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2002年度 施設・管理 施設
平成14年度 高圧ガス製造施設取扱関係 (工学部・工学
研究科)

工学部経理課長 2003年4月1日 永年 － 紙
工学部経理課倉
庫

施設管理部施設管理課長 移管

2002年度 施設・管理 施設
平成11～14年度 高圧ガス製造施設取扱関係 (工学部・
工学研究科)

工学部経理課長 2003年4月1日 永年 － 紙
工学部経理課倉
庫

施設管理部施設管理課長 移管

2002年度 施設・管理 施設
平成7～14年度 高圧ガス製造施設取扱関係 (工学部・工
学研究科)

工学部経理課長 2003年4月1日 永年 － 紙
工学部経理課倉
庫

施設管理部施設管理課長 移管

2002年度 施設・管理 施設
平成14年度 放射線取扱施設関係　放射線関係・核燃料
管理等調査票等資料綴　 (工学部・工学研究科)

工学部経理課長 2003年4月1日 永年 － 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2002年度 施設・管理 施設
平成13・14年度 放射線取扱施設関係　Ｘ線関係　 (工学
部・工学研究科)

工学部経理課長 2003年4月1日 永年 － 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2002年度 施設・管理 施設
平成13・14年度 放射線取扱施設関係　放射性同位元素
等の承認使用に係る氏名等の変更届　 (工学部・工学研

工学部経理課長 2003年4月1日 永年 － 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2002年度 施設・管理 届出 平成14年度 消防届入関係 (工学部・工学研究科) 工学部経理課長 2003年4月1日 永年 － 紙
工学部経理課倉
庫

施設管理部施設管理課長 移管

2002年度 施設・管理 届出 平成14年度 消防台帳関係 (工学部・工学研究科) 工学部経理課長 2003年4月1日 永年 － 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2003年度 施設・管理 国有財産
平成15年度 国有財産台帳（副本）　監守区域表　 (工学
部・工学研究科)

工学部経理課長 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2003年度 施設・管理 国有財産
平成15年度 国有財産台帳（副本）　国有財産の用途廃止
について　 (工学部・工学研究科)

工学部経理課長 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄
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2003年度 施設・管理 施設
平成13～15年度 核原料物質取扱施設関係 (工学部・工
学研究科)

工学部経理課長 2004年4月1日 永年 － 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2003年度 施設・管理 施設
平成13～15年度 高圧ガス製造施設取扱関係 (工学部・
工学研究科)

工学部経理課長 2004年4月1日 永年 － 紙
工学部経理課倉
庫

施設管理部施設管理課長 移管

2003年度 施設・管理 施設
平成8～15年度 高圧ガス製造施設取扱関係 (工学部・工
学研究科)

工学部経理課長 2004年4月1日 永年 － 紙
工学部経理課倉
庫

施設管理部施設管理課長 移管

2003年度 施設・管理 施設
平成14・15年度 危険物取扱施設関係　劇毒物管理区域
申請書（写）　 (工学部・工学研究科)

工学部経理課長 2004年4月1日 永年 － 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2003年度 施設・管理 施設
平成10～15年度 核原料物質取扱施設関係　核燃料関係
計量管理報告書　 (工学部・工学研究科)

工学部経理課長 2004年4月1日 永年 － 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2003年度 施設・管理 施設 平成13～15年度 特定建築物関係 (工学部・工学研究科) 工学部経理課長 2004年4月1日 永年 － 紙
工学部経理課倉
庫

施設管理部施設管理課長 移管

2003年度 施設・管理 施設
平成13～15年度 危険物取扱施設関係 (工学部・工学研
究科)

工学部経理課長 2004年4月1日 永年 － 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2003年度 施設・管理 届出 平成15年度 消防届入関係 (工学部・工学研究科) 工学部経理課長 2004年4月1日 永年 － 紙
工学部経理課倉
庫

施設管理部施設管理課長 移管

2003年度 施設・管理 届出 平成15年度 消防届入関係 (工学部・工学研究科) 工学部経理課長 2004年4月1日 永年 － 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2004年度 施設・管理 施設
平成16年度 危険物取扱施設関係　ジクロロメタン対策に
ついて　 (工学部・工学研究科)

工学部経理課長 2005年4月1日 永年 － 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2004年度 施設・管理 施設 平成15・16年度 特定建築物関係 (工学部・工学研究科) 工学部経理課長 2005年4月1日 永年 － 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2004年度 施設・管理 施設 平成13～16年度 特定建築物関係 (工学部・工学研究科) 工学部経理課長 2005年4月1日 永年 － 紙
工学部経理課倉
庫

施設管理部施設管理課長 移管

2004年度 施設・管理 施設
平成16年度 設置届（労働安全衛生法）　 (工学部・工学
研究科)

工学部経理課長 2005年4月1日 永年 － 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2005年度 施設・管理 施設
平成16,17年度 放射線取扱施設関係 (工学部・工学研究
科)

工学部経理課長 2006年4月1日 永年 － 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2005年度 施設・管理 施設
平成11～17年度 放射線取扱施設関係　放射線管理状況
報告書　 (工学部・工学研究科)

工学部経理課長 2006年4月1日 永年 － 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2005年度 施設・管理 調査・報告
平成17年度 アスベスト調査及び測定関係 (工学部・工学
研究科)

工学部経理課長 2006年4月1日 永年 － 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2005年度 施設・管理 届出 平成17年度 消防届入関係 (工学部・工学研究科) 工学部経理課長 2006年4月1日 永年 － 紙
工学部経理課倉
庫

施設管理部施設管理課長 移管

2005年度 施設・管理 届出 平成16,17年度 消防台帳関係 (工学部・工学研究科) 工学部経理課長 2006年4月1日 永年 － 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2005年度 施設・管理 施設
平成16～17年度 安衛法に係る特定機械に関する届出書
等　 (工学部・工学研究科)

工学部経理課長 2006年4月1日 永年 － 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2006年度 施設・管理 施設
平成18年度 高周波利用設備取扱施設関係 (工学部・工
学研究科)

工学部経理課長 2007年4月1日 永年 － 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2006年度 施設・管理 施設
平成14～18年度 高圧ガス製造施設取扱関係 (工学部・
工学研究科)

工学部経理課長 2007年4月1日 永年 － 紙
工学部経理課倉
庫

施設管理部施設管理課長 移管

2006年度 施設・管理 施設
平成13～18年度 高圧ガス製造施設取扱関係 (工学部・
工学研究科)

工学部経理課長 2007年4月1日 永年 － 紙
工学部経理課倉
庫

施設管理部施設管理課長 移管

2006年度 施設・管理 施設
平成12～18年度 高圧ガス製造施設取扱関係 (工学部・
工学研究科)

工学部経理課長 2007年4月1日 永年 － 紙
工学部経理課倉
庫

施設管理部施設管理課長 移管

2006年度 施設・管理 施設
平成16～18年度 高圧ガス製造施設取扱関係 (工学部・
工学研究科)

工学部経理課長 2007年4月1日 永年 － 紙
工学部経理課倉
庫

施設管理部施設管理課長 移管

2006年度 施設・管理 施設
平成17・18年度 核原料物質取扱施設関係　核燃料関係
計量管理報告書　 (工学部・工学研究科)

工学部経理課長 2007年4月1日 永年 － 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2006年度 施設・管理 施設 平成18年度 特定建築物関係 (工学部・工学研究科) 工学部経理課長 2007年4月1日 永年 － 紙
工学部経理課倉
庫

施設管理部施設管理課長 移管

2006年度 施設・管理 届出 平成5～18年度 消防届入関係 (工学部・工学研究科) 工学部経理課長 2007年4月1日 永年 － 紙
工学部経理課倉
庫

施設管理部施設管理課長 移管

2006年度 施設・管理 届出 平成18年度 消防届入関係 (工学部・工学研究科) 工学部経理課長 2007年4月1日 永年 － 紙
工学部経理課倉
庫

施設管理部施設管理課長 移管

2007年度 施設・管理 施設
平成9～19年度 高周波利用設備取扱施設関係 (工学部・
工学研究科)

工学部経理課長 2008年4月1日 永年 － 紙
工学部経理課倉
庫

施設管理部施設管理課長 移管

2007年度 施設・管理 施設
平成13～19年度 放射線取扱施設関係　Ｘ線装置届　 (工
学部・工学研究科)

工学部経理課長 2008年4月1日 永年 － 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2007年度 施設・管理 施設
平成19年度 核燃料物質取扱施設関係 (工学部・工学研
究科)

工学部経理課長 2008年4月1日 永年 － 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2007年度 施設・管理 施設
平成19年度 核燃料物質取扱施設関係　核燃料関係計量
管理報告書　 (工学部・工学研究科)

工学部経理課長 2008年4月1日 永年 － 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 移管
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2007年度 施設・管理 届出 平成5～19年度 消防届入関係 (工学部・工学研究科) 工学部経理課長 2008年4月1日 永年 － 紙
工学部経理課倉
庫

施設管理部施設管理課長 移管

2007年度 施設・管理 届出 平成5～19年度 消防届入関係 (工学部・工学研究科) 工学部経理課長 2008年4月1日 永年 － 紙
工学部経理課倉
庫

施設管理部施設管理課長 移管

2007年度 施設・管理 届出 平成19年度 消防届入関係 (工学部・工学研究科) 工学部経理課長 2008年4月1日 永年 － 紙
工学部経理課倉
庫

施設管理部施設管理課長 移管

2008年度 施設・管理 施設
平成16～20年度 危険物取扱施設関係　1号館危険物倉
庫変更資料　 (工学部・工学研究科)

工学部経理課長 2009年4月1日 永年 － 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2008年度 施設・管理 施設
平成20年度 危険物取扱施設関係（物質調査）　 (工学
部・工学研究科)

工学部経理課長 2009年4月1日 永年 － 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2008年度 施設・管理 施設
平成18～20年度 放射線取扱施設関係 (工学部・工学研
究科)

工学部経理課長 2009年4月1日 永年 － 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2008年度 施設・管理 施設
平成19・20年度 放射線取扱施設関係　Ｘ線関係書類
(工学部・工学研究科)

工学部経理課長 2009年4月1日 永年 － 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2008年度 施設・管理 施設 平成20年度 特定建築物関係 (工学部・工学研究科) 工学部経理課長 2009年4月1日 永年 － 紙
工学部経理課倉
庫

施設管理部施設管理課長 移管

2008年度 施設・管理 施設 平成13～20年度 特定建築物関係 (工学部・工学研究科) 工学部経理課長 2009年4月1日 永年 － 紙
工学部経理課倉
庫

施設管理部施設管理課長 移管

2008年度 施設・管理 調査・報告
平成17～20年度 アスベスト調査及び測定関係 (工学部・
工学研究科)

工学部経理課長 2009年4月1日 永年 － 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2008年度 施設・管理 届出
平成20年度 消防届入関係　消防設備点検（前期）　 (工
学部・工学研究科)

工学部経理課長 2009年4月1日 永年 － 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2008年度 施設・管理 届出
平成20年度 消防届入関係　消防設備点検（前期）　 (工
学部・工学研究科)

工学部経理課長 2009年4月1日 永年 － 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2008年度 施設・管理 届出
平成20年度 消防届入関係　消防設備点検（後期）　 (工
学部・工学研究科)

工学部経理課長 2009年4月1日 永年 － 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2008年度 施設・管理 届出
平成20年度 消防届入関係　消防設備点検（後期）　 (工
学部・工学研究科)

工学部経理課長 2009年4月1日 永年 － 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2008年度 施設・管理 届出 平成6～20年度 消防届入関係 (工学部・工学研究科) 工学部経理課長 2009年4月1日 永年 － 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2009年度 施設・管理 施設
平成18～21年度 施設整備概算・営繕要求関係 (工学部・
工学研究科)

工学部経理課長 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2009年度 施設・管理 会議 平成21年度 施設・図書委員会 (工学部・工学研究科) 工学部経理課長 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2009年度 施設・管理 会議 平成21年度 安全･厚生委員会 (工学部・工学研究科) 工学部経理課長 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2009年度 施設・管理 会議
平成16～21年度 情報セキュリティ部会関係 (工学部・工
学研究科)

工学部経理課長 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2009年度 施設・管理 会議 平成21年度 施設・図書委員会 (工学部・工学研究科) 工学部経理課長 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2009年度 施設・管理 国有財産
平成15～21年度 国有財産台帳（副本）　国有林野使用承
認（中部森林管理局）　国有財産使用許可綴（名古屋産

工学部経理課長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2009年度 施設・管理 施設
平成21年度 高圧ガス製造施設取扱関係 (工学部・工学
研究科)

工学部経理課長 2010年4月1日 永年 － 紙
工学部経理課倉
庫

施設管理部施設管理課長 移管

2009年度 施設・管理 施設
平成5～21年度 危険物取扱施設関係　危険物貯蔵所廃
止届出書　 (工学部・工学研究科)

工学部経理課長 2010年4月1日 永年 － 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2009年度 施設・管理 施設
平成21年度 危険物取扱施設関係　危険物関係　 (工学
部・工学研究科)

工学部経理課長 2010年4月1日 永年 － 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2009年度 施設・管理 施設 平成21年度 危険物取扱施設関係 (工学部・工学研究科) 工学部経理課長 2010年4月1日 永年 － 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2009年度 施設・管理 施設
平成21年度 核燃料物質取扱施設関係　未登録核燃料物
質等に関する調査関係資料　 (工学部・工学研究科)

工学部経理課長 2010年4月1日 永年 － 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2009年度 施設・管理 施設 平成21年度 特定建築物関係 (工学部・工学研究科) 工学部経理課長 2010年4月1日 永年 － 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2009年度 施設・管理 報告 平成20,21年度 安全衛生管理関係 (工学部・工学研究科) 工学部経理課長 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2009年度 施設・管理 報告 平成21年度 安全衛生管理関係 (工学部・工学研究科) 工学部経理課長 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2009年度 施設・管理 報告
平成21年度 当初の安全・衛生教育       (工学部・工学研
究科)

工学部経理課長 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2009年度 施設・管理 許可
平成21年度 電話回線設置変更等申請関係 電話関係書
類       (工学部・工学研究科)

工学部経理課長 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2009年度 施設・管理 届出
平成21年度 消防届入関係　9号館119号室消防用設備及
びボイラー設置届書　 (工学部・工学研究科)

工学部経理課長 2010年4月1日 永年 － 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 移管
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2009年度 施設・管理 施設
平成20～21年度 借入関係 資産賃貸借関係       (工学
部・工学研究科)

工学部経理課長 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2010年度 施設・管理 会議 平成22年度 施設・図書委員会 (工学部・工学研究科) 工学部経理課長 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2010年度 施設・管理 会議 平成21・22年度 施設整備ＷＧ (工学部・工学研究科) 工学部経理課長 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙
工学部経理課倉
庫

施設管理部施設管理課長 廃棄

2010年度 施設・管理 許可
平成22年度 長期使用許可（申請）関係 (工学部・工学研
究科)

工学部経理課長 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2010年度 施設・管理 許可
平成21・22年度 長期使用許可（申請）関係 (工学部・工学
研究科)

工学部経理課長 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2010年度 施設・管理 施設
平成22年度 高圧ガス製造施設取扱関係 (工学部・工学
研究科)

工学部経理課長 2011年4月1日 永年 － 紙
工学部経理課倉
庫

施設管理部施設管理課長 移管

2010年度 施設・管理 施設
平成22年度 高圧ガス製造施設取扱関係 (工学部・工学
研究科)

工学部経理課長 2011年4月1日 永年 － 紙
工学部経理課倉
庫

施設管理部施設管理課長 移管

2010年度 施設・管理 施設
平成22年度 高圧ガス製造施設取扱関係 (工学部・工学
研究科)

工学部経理課長 2011年4月1日 永年 － 紙
工学部経理課倉
庫

施設管理部施設管理課長 移管

2010年度 施設・管理 施設
平成6～22年度 高圧ガス製造施設取扱関係 (工学部・工
学研究科)

工学部経理課長 2011年4月1日 永年 － 紙
工学部経理課倉
庫

施設管理部施設管理課長 移管

2010年度 施設・管理 施設
平成17～22年度 高圧ガス製造施設取扱関係 (工学部・
工学研究科)

工学部経理課長 2011年4月1日 永年 － 紙
工学部経理課倉
庫

施設管理部施設管理課長 移管

2010年度 施設・管理 施設
平成14～22年度 高圧ガス製造施設取扱関係 (工学部・
工学研究科)

工学部経理課長 2011年4月1日 永年 － 紙
工学部経理課倉
庫

施設管理部施設管理課長 移管

2010年度 施設・管理 施設
平成3～22年度 危険物取扱施設関係　危険物保安監督
者選任・解任届出書　 (工学部・工学研究科)

工学部経理課長 2011年4月1日 永年 － 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2010年度 施設・管理 施設
平成6～22年度 危険物取扱施設関係　危険物許可（変
更）申請③　 (工学部・工学研究科)

工学部経理課長 2011年4月1日 永年 － 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2010年度 施設・管理 施設 平成22年度 危険物取扱施設関係 (工学部・工学研究科) 工学部経理課長 2011年4月1日 永年 － 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2010年度 施設・管理 施設
平成19～22年度 危険物取扱施設関　有機溶剤中毒予防
規程の一部適用除外認定　 (工学部・工学研究科)

工学部経理課長 2011年4月1日 永年 － 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2010年度 施設・管理 施設 平成17～22年度 特定建築物関係 (工学部・工学研究科) 工学部経理課長 2011年4月1日 永年 － 紙
工学部経理課倉
庫

施設管理部施設管理課長 移管

2010年度 施設・管理 施設 平成22年度 特定建築物関係 (工学部・工学研究科) 工学部経理課長 2011年4月1日 永年 － 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2010年度 施設・管理 施設
平成20～22年度 放射線取扱施設関係 (工学部・工学研
究科)

工学部経理課長 2011年4月1日 永年 － 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2010年度 施設・管理 施設
平成20～22年度 核燃料物質取扱施設関係　核燃料物質
使用変更承認申請書　 (工学部・工学研究科)

工学部経理課長 2011年4月1日 永年 － 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2010年度 施設・管理 施設
平成21・22年度 放射線取扱施設関係　Ｘ線関係書類
(工学部・工学研究科)

工学部経理課長 2011年4月1日 永年 － 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2010年度 施設・管理 施設 平成16～22年度 借入関係 (工学部・工学研究科) 工学部経理課長 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2010年度 施設・管理 施設
平成13～22年度 共同利用施設関係 (工学部・工学研究
科)

工学部経理課長 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2010年度 施設・管理 施設
平成14～22年度 共同利用施設関係 (工学部・工学研究
科)

工学部経理課長 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2010年度 施設・管理 施設
平成21～22年度 全学共用教育研究施設関係 (工学部・
工学研究科)

工学部経理課長 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2010年度 施設・管理 施設
平成18～22年度 工学部共通室利用関係 (工学部・工学
研究科)

工学部経理課長 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙
工学部経理課倉
庫

施設管理部施設管理課長 廃棄

2010年度 施設・管理 施設
平成21・22年度 防犯カメラの管理及び運用関係 (工学
部・工学研究科)

工学部経理課長 2011年4月1日 永年 － 紙
工学部経理課倉
庫

施設管理部施設管理課長 移管

2010年度 施設・管理 調査・報告
平成18～22年度 アスベスト調査及び測定関係 (工学部・
工学研究科)

工学部経理課長 2011年4月1日 永年 － 紙
工学部経理課倉
庫

施設管理部施設管理課長 移管

2010年度 施設・管理 届出 平成21・22年度 消防届入関係 (工学部・工学研究科) 工学部経理課長 2011年4月1日 永年 － 紙
工学部経理課倉
庫

施設管理部施設管理課長 移管

2010年度 施設・管理 届出 平成22年度 消防届入関係 (工学部・工学研究科) 工学部経理課長 2011年4月1日 永年 － 紙
工学部経理課倉
庫

施設管理部施設管理課長 移管

2010年度 施設・管理 報告 平成22年度 安全衛生管理関係 (工学部・工学研究科) 工学部経理課長 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2010年度 施設・管理 報告
平成18～22年度 安全衛生管理関係 (工学部・工学研究
科)

工学部経理課長 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2010年度 施設・管理 施設
平成16～22年度 第一種圧力容器点検報告書       (工学
部・工学研究科)

工学部経理課長 2011年4月1日 永年 － 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 移管
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2010年度 施設・管理 許可
平成22年度 工学部5号館自動販売機設置提案書（採用
外）       (工学部・工学研究科)

工学部経理課長 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2010年度 施設・管理 報告
平成22年度 安全衛生管理関係 クレーン設置点検報告
書       (工学部・工学研究科)

工学部経理課長 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2010年度 施設・管理 報告
平成22年度 当初の安全・衛生教育の実施について
(工学部・工学研究科)

工学部経理課長 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2010年度 施設・管理 報告
平成22年度 当初の安全・衛生教育の実施報告       (工
学部・工学研究科)

工学部経理課長 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2010年度 施設・管理 報告
平成16～22年度 災害報告関係 事故・盗難報告 書
(工学部・工学研究科)

工学部経理課長 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2010年度 施設・管理 報告
平成22年度 災害報告関係 災害報告 書       (工学部・工
学研究科)

工学部経理課長 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2010年度 施設・管理 許可
平成22年度 電話回線設置変更等申請関係 電話関係書
類       (工学部・工学研究科)

工学部経理課長 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2010年度 施設・管理 報告
平成22年度 火気巡視状況報告 書       (工学部・工学研
究科)

工学部経理課長 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2010年度 施設・管理 施設
平成21～22年度 高周波利用設備取扱施設関係 高周波
利用設備申請書関係綴       (工学部・工学研究科)

工学部経理課長 2011年4月1日 永年 － 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2010年度 施設・管理 施設
平成22年度 借入関係 資産賃貸借関係       (工学部・工
学研究科)

工学部経理課長 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2010年度 施設・管理 資産管理
平成22年度 資産の除去関係書類 資産除去等について
(工学部・工学研究科)

工学部経理課長 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2011年度 施設・管理 報告
平成23年度 災害報告関係（重大なもの） IB電子情報館
火災報告

工学部経理課長 2012年4月1日 永年 － 紙
工学部経理課倉
庫

施設管理部施設管理課長 移管

2011年度 施設・管理 会議
平成23年度 安全･厚生委員会   １／２     (工学部・工学
研究科)

工学部経理課長 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2011年度 施設・管理 会議
平成23年度 安全･厚生委員会   ２／２     (工学部・工学
研究科)

工学部経理課長 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2011年度 施設・管理 会議
平成23年度 情報セキュリティ部会関係 情報推進
(工学部・工学研究科)

工学部経理課長 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2011年度 施設・管理 会議
平成23年度 施設・図書委員会   １／２     (工学部・工学
研究科)

工学部経理課長 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2011年度 施設・管理 会議
平成23年度 施設・図書委員会   ２／２     (工学部・工学
研究科)

工学部経理課長 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2011年度 施設・管理 会議 平成23年度 施設整備ＷＧ        (工学部・工学研究科) 工学部経理課長 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2011年度 施設・管理 許可
平成23年度 電話回線設置変更等申請関係 電話関係書
類       (工学部・工学研究科)

工学部経理課長 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2011年度 施設・管理 契約
平成23年度 役務関係（請負） 名古屋大学構内工学部
周辺屋外清掃作業見積合わせ       (工学部・工学研究

工学部経理課長 2012年4月1日 8年 2020年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2011年度 施設・管理 契約
平成23年度 役務関係 エレベータ定期検査報告書
(工学部・工学研究科)

工学部経理課長 2012年4月1日 8年 2020年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2011年度 施設・管理 契約
平成23年度 役務関係 GHP関係       (工学部・工学研究
科)

工学部経理課長 2012年4月1日 8年 2020年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2011年度 施設・管理 契約
平成23年度 役務関係 冷却水設備・受水槽清掃点検
(工学部・工学研究科)

工学部経理課長 2012年4月1日 8年 2020年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2011年度 施設・管理 契約
平成23年度 役務関係 自動扉点検       (工学部・工学研
究科)

工学部経理課長 2012年4月1日 8年 2020年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2011年度 施設・管理 契約
平成23年度 役務関係 モニター桝点検       (工学部・工
学研究科)

工学部経理課長 2012年4月1日 8年 2020年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2011年度 施設・管理 契約
平成23年度 役務関係 電気設備点検       (工学部・工学
研究科)

工学部経理課長 2012年4月1日 8年 2020年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2011年度 施設・管理 契約
平成23年度 役務関係 4月分清掃作業報告書 トイレ･共
用部 １／２     (工学部・工学研究科)

工学部経理課長 2012年4月1日 8年 2020年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2011年度 施設・管理 契約
平成23年度 役務関係 4月分清掃作業報告書 講義室他
２／２     (工学部・工学研究科)

工学部経理課長 2012年4月1日 8年 2020年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2011年度 施設・管理 契約
平成23年度 役務関係 5月分清掃作業報告書 トイレ･共
用部 １／２     (工学部・工学研究科)

工学部経理課長 2012年4月1日 8年 2020年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2011年度 施設・管理 契約
平成23年度 役務関係 5月分清掃作業報告書 講義室他･
定期清掃 ２／２     (工学部・工学研究科)

工学部経理課長 2012年4月1日 8年 2020年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2011年度 施設・管理 契約
平成23年度 役務関係 講義室チェック一覧表       (工学
部・工学研究科)

工学部経理課長 2012年4月1日 8年 2020年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2011年度 施設・管理 契約
平成23年度 役務関係 6月分清掃作業報告書 トイレ･共
用部 １／２     (工学部・工学研究科)

工学部経理課長 2012年4月1日 8年 2020年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄
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2011年度 施設・管理 契約
平成23年度 役務関係 6月分清掃作業報告書 講義室他･
定期清掃 ２／２     (工学部・工学研究科)

工学部経理課長 2012年4月1日 8年 2020年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2011年度 施設・管理 契約
平成23年度 役務関係 7月分清掃作業報告書 トイレ･共
用部 １／２     (工学部・工学研究科)

工学部経理課長 2012年4月1日 8年 2020年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2011年度 施設・管理 契約
平成23年度 役務関係 7月分清掃作業報告書 講義室他
２／２     (工学部・工学研究科)

工学部経理課長 2012年4月1日 8年 2020年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2011年度 施設・管理 契約
平成23年度 役務関係 8月分清掃作業報告書 トイレ･共
用部 １／２     (工学部・工学研究科)

工学部経理課長 2012年4月1日 8年 2020年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2011年度 施設・管理 契約
平成23年度 役務関係 8月分清掃作業報告書 講義室他･
定期清掃 ２／２     (工学部・工学研究科)

工学部経理課長 2012年4月1日 8年 2020年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2011年度 施設・管理 契約
平成23年度 役務関係 9月分清掃作業報告書 トイレ･共
用部 １／２     (工学部・工学研究科)

工学部経理課長 2012年4月1日 8年 2020年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2011年度 施設・管理 契約
平成23年度 役務関係 9月分清掃作業報告書 講義室他･
定期清掃 ２／２     (工学部・工学研究科)

工学部経理課長 2012年4月1日 8年 2020年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2011年度 施設・管理 契約
平成23年度 役務関係 10月分清掃作業報告書 トイレ･共
用部 １／２     (工学部・工学研究科)

工学部経理課長 2012年4月1日 8年 2020年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2011年度 施設・管理 契約
平成23年度 役務関係 10月分清掃作業報告書 講義室他
２／２     (工学部・工学研究科)

工学部経理課長 2012年4月1日 8年 2020年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2011年度 施設・管理 契約
平成23年度 役務関係 11月分清掃作業報告書 トイレ･共
用部 １／２     (工学部・工学研究科)

工学部経理課長 2012年4月1日 8年 2020年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2011年度 施設・管理 契約
平成23年度 役務関係 11月分清掃作業報告書 講義室他
２／２     (工学部・工学研究科)

工学部経理課長 2012年4月1日 8年 2020年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2011年度 施設・管理 契約
平成23年度 役務関係 12月分清掃作業報告書 トイレ･共
用部 １／２     (工学部・工学研究科)

工学部経理課長 2012年4月1日 8年 2020年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2011年度 施設・管理 契約
平成23年度 役務関係 12月分清掃作業報告書 講義室
他･窓ガラス ２／２     (工学部・工学研究科)

工学部経理課長 2012年4月1日 8年 2020年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2011年度 施設・管理 契約
平成23年度 役務関係 1月分清掃作業報告書 トイレ･共
用部 １／２     (工学部・工学研究科)

工学部経理課長 2012年4月1日 8年 2020年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2011年度 施設・管理 契約
平成23年度 役務関係 1月分清掃作業報告書 講義室他･
定期清掃･窓ガラス ２／２     (工学部・工学研究科)

工学部経理課長 2012年4月1日 8年 2020年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2011年度 施設・管理 契約
平成23年度 役務関係 2月分清掃作業報告書 トイレ･共
用部 １／２     (工学部・工学研究科)

工学部経理課長 2012年4月1日 8年 2020年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2011年度 施設・管理 契約
平成23年度 役務関係 2月分清掃作業報告書 講義室他･
定期清掃 ２／２     (工学部・工学研究科)

工学部経理課長 2012年4月1日 8年 2020年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2011年度 施設・管理 契約
平成23年度 役務関係 ゴミ袋申込書       (工学部・工学
研究科)

工学部経理課長 2012年4月1日 8年 2020年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2011年度 施設・管理 契約
平成23年度 役務関係 入構許可申請書関係       (工学
部・工学研究科)

工学部経理課長 2012年4月1日 8年 2020年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2011年度 施設・管理 契約
平成23年度 役務関係 非感染性廃棄物月別回収依頼票
（A表） 4月～9月 １／２     (工学部・工学研究科)

工学部経理課長 2012年4月1日 8年 2020年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2011年度 施設・管理 契約
平成23年度 役務関係 非感染性廃棄物月別回収依頼票
（A表） 10月～3月 ２／２     (工学部・工学研究科)

工学部経理課長 2012年4月1日 8年 2020年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2011年度 施設・管理 契約
平成23年度 役務関係 高圧ガス検知警報点検       (工学
部・工学研究科)

工学部経理課長 2012年4月1日 8年 2020年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2011年度 施設・管理 契約
平成23年度 役務関係 3月分清掃作業報告書 トイレ･共
用部 １／２     (工学部・工学研究科)

工学部経理課長 2012年4月1日 8年 2020年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2011年度 施設・管理 契約
平成23年度 役務関係 3月分清掃作業報告書 講義室他･
定期清掃 ２／２     (工学部・工学研究科)

工学部経理課長 2012年4月1日 8年 2020年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2011年度 施設・管理 契約
平成23年度 局所排気装置取扱関係 ドラフトチャンバー
定期自主検査関係       (工学部・工学研究科)

工学部経理課長 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2011年度 施設・管理 契約
平成23年度 役務関係 廃棄物関係       (工学部・工学研
究科)

工学部経理課長 2012年4月1日 8年 2020年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2011年度 施設・管理 支出
平成23年度 支出決定決議書 （感染性廃棄物）（産業廃
棄物）       (工学部・工学研究科)

工学部経理課長 2012年4月1日 8年 2020年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2011年度 施設・管理 支出
平成23年度 支出決定決議書 （エレ保守）（電話工事）（宿
舎借上げ）       (工学部・工学研究科)

工学部経理課長 2012年4月1日 8年 2020年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2011年度 施設・管理 支出
平成23年度 支出決定決議書 （有機廃液）（無機廃液）
（定着廃液）（廃プラ）       (工学部・工学研究科)

工学部経理課長 2012年4月1日 8年 2020年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2011年度 施設・管理 支出
平成23年度 支出決定決議書 （警備）（建物清掃）（屋外
清掃）(特定建築物）       (工学部・工学研究科)

工学部経理課長 2012年4月1日 8年 2020年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2011年度 施設・管理 支出
平成23年度 支出決定決議書 （設備①）       (工学部・工
学研究科)

工学部経理課長 2012年4月1日 8年 2020年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2011年度 施設・管理 支出
平成23年度 支出決定決議書 （電気）       (工学部・工学
研究科)

工学部経理課長 2012年4月1日 8年 2020年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄
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2011年度 施設・管理 支出
平成23年度 支出決定決議書 （建築）       (工学部・工学
研究科)

工学部経理課長 2012年4月1日 8年 2020年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2011年度 施設・管理 支出
平成23年度 支出決定決議書 （業務）(設備②）       (工学
部・工学研究科)

工学部経理課長 2012年4月1日 8年 2020年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2011年度 施設・管理 支出
平成23年度 支出決定決議書 (電話工事)       (シンクロト
ロン光研究センター)

工学部経理課長 2012年4月1日 8年 2020年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2011年度 施設・管理 施設
平成23年度 高圧ガス製造施設取扱関係 高圧ガス製造
施設等変更許可申請書       (工学部・工学研究科)

工学部経理課長 2012年4月1日 永年 － 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2011年度 施設・管理 施設
平成23年度 高圧ガス製造施設取扱関係 高圧ガス製造
施設等変更許可申請書(特定高圧ガス）       (工学部・工

工学部経理課長 2012年4月1日 永年 － 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2011年度 施設・管理 施設
平成23年度 危険物取扱施設関係 危険物関係・危険物
許可（変更）申請       (工学部・工学研究科)

工学部経理課長 2012年4月1日 永年 － 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2011年度 施設・管理 施設
平成23年度 特定建築物関係 特定建築物（ビル管）関係
届出書       (工学部・工学研究科)

工学部経理課長 2012年4月1日 永年 － 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2011年度 施設・管理 施設
平成23年度 施設整備概算・営繕要求関係 （H25年度　施
設整備概算･営繕要求関係 ）      (工学部・工学研究科)

工学部経理課長 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2011年度 施設・管理 施設
平成23年度 放射線取扱施設関係 放射線関係       (工
学部・工学研究科)

工学部経理課長 2012年4月1日 永年 － 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2011年度 施設・管理 施設
平成23年度 放射線取扱施設関係 X線装置関係書類
(工学部・工学研究科)

工学部経理課長 2012年4月1日 永年 － 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2011年度 施設・管理 施設
平成23年度 高周波利用設備取扱施設関係 高周波利用
設備申請書関係綴       (工学部・工学研究科)

工学部経理課長 2012年4月1日 永年 － 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2011年度 施設・管理 施設
平成23年度 特定建築物関係 特定建築物環境衛生管理
業務       (工学部・工学研究科)

工学部経理課長 2012年4月1日 永年 － 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2011年度 施設・管理 施設
平成23年度 高圧ガス製造施設取扱関係 第一種圧力容
器点検報告書       (工学部・工学研究科)

工学部経理課長 2012年4月1日 永年 － 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2011年度 施設・管理 施設
平成23年度 共同利用施設関係 VBL･グリーンビークル材
料研究施設利用関係       (工学部・工学研究科)

工学部経理課長 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2011年度 施設・管理 施設
平成23年度 共同利用施設関係 インキュベーション･高等
総合研究棟･赤崎記念研究館利用関係       (工学部・工

工学部経理課長 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2011年度 施設・管理 施設
平成23年度 全学共用教育研究施設関係 全学共用･工
学共通室　課金･確認書資料       (工学部・工学研究科)

工学部経理課長 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2011年度 施設・管理 施設
平成23年度 工学部共通室利用関係 工学部共通室（使
用願･返却届）       (工学部・工学研究科)

工学部経理課長 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2011年度 施設・管理 施設
平成23年度 借入関係 資産賃貸借関係       (工学部・工
学研究科)

工学部経理課長 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2011年度 施設・管理 施設
平成23年度 核原料物質取扱施設関係 計量管理報告書
(工学部・工学研究科)

工学部経理課長 2012年4月1日 永年 － 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2011年度 施設・管理 宿舎
平成23年度 宿舎貸与申請関係 宿舎関係書類（写）
(工学部・工学研究科)

工学部経理課長 2012年4月1日 8年 2020年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2011年度 施設・管理 届出
平成23年度 消防台帳関係 消防用設備等建物底面図
(工学部・工学研究科)

工学部経理課長 2012年4月1日 永年 － 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2011年度 施設・管理 届出
平成23年度 消防届入関係 消防計画作成（変更）届出書
(工学部・工学研究科)

工学部経理課長 2012年4月1日 永年 － 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2011年度 施設・管理 報告
平成23年度 安全衛生管理関係 労働安全衛生法の適用
がされる特定機械類の設置届出実態調査       (工学部・

工学部経理課長 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2011年度 施設・管理 報告
平成23年度 安全衛生管理関係 当初の安全･衛生教育
(工学部・工学研究科)

工学部経理課長 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2011年度 施設・管理 報告
平成23年度 災害報告関係 事故・災害発生報告 書
(工学部・工学研究科)

工学部経理課長 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2011年度 施設・管理 報告
平成23年度 安全衛生管理関係 クレーン設置点検報告
書       (工学部・工学研究科)

工学部経理課長 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2011年度 施設・管理 報告
平成23年度 事故・盗難報告関係 事故・盗難報告書
(工学部・工学研究科)

工学部経理課長 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2011年度 施設・管理 契約
平成23年度　役務関係(請負) シルバー作業指示書
(工学部・工学研究科)

工学部経理課長 2012年4月1日 8年 2020年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2011年度 施設・管理 届出
平成23年度 消防届入関係 （ＥＳ総合館）       (工学部・工
学研究科)

工学部経理課長 2012年4月1日 永年 - 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2011年度 施設・管理 契約 平成23年度 役務関係 モニター枡点検 工学部経理課長 2012年4月1日 8年 2020年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2011年度 施設・管理 契約
平成23年度 役務関係 清掃契約作成資料       (工学部・
工学研究科)

工学部経理課長 2012年4月1日 8年 2020年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2011年度 施設・管理 契約
平成23年度 役務関係 工学研究科守衛業務完了報告書
(工学部・工学研究科)

工学部経理課長 2012年4月1日 8年 2020年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄
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2012年度 施設・管理 会議
平成24年度 施設・図書委員会   1/2     (工学部・工学研
究科)

工学部経理課長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2012年度 施設・管理 会議
平成24年度 安全･厚生委員会        (工学部・工学研究
科)

工学部経理課長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2012年度 施設・管理 会議
平成24年度 情報セキュリティ部会関係 情報推進
(工学部・工学研究科)

工学部経理課長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2012年度 施設・管理 許可
平成24年度 電話回線設置変更等申請関係 電話関係書
類       (工学部・工学研究科)

工学部経理課長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2012年度 施設・管理 許可
平成24年度 長期使用許可（申請）関係 自動販売機設置
関係       (工学部・工学研究科)

工学部経理課長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2012年度 施設・管理 契約
平成24年度 役務関係 非感染性廃棄物月別回収依頼票
（A表） 4月～9月 1/2     (工学部・工学研究科)

工学部経理課長 2013年4月1日 8年 2021年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2012年度 施設・管理 契約
平成24年度 役務関係 GHP点検・修理報告書       (工学
部・工学研究科)

工学部経理課長 2013年4月1日 8年 2021年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2012年度 施設・管理 契約
平成24年度 役務関係 電気設備点検       (工学部・工学
研究科)

工学部経理課長 2013年4月1日 8年 2021年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2012年度 施設・管理 契約
平成24年度 役務関係 清掃契約作成資料       (工学部・
工学研究科)

工学部経理課長 2013年4月1日 8年 2021年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2012年度 施設・管理 契約
平成24年度 局所排気装置取扱関係 ドラフトチャンバー
定期自主検査関係      (工学部・工学研究科)

工学部経理課長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2012年度 施設・管理 契約
平成24年度 役務関係（請負） 名古屋大学構内工学部
周辺屋外清掃作業見積合わせ       (工学部・工学研究

工学部経理課長 2013年4月1日 8年 2021年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2012年度 施設・管理 契約
平成24年度 役務関係 エレベータ定期検査報告書
(工学部・工学研究科)

工学部経理課長 2013年4月1日 8年 2021年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2012年度 施設・管理 契約
平成24年度 役務関係 4月分清掃作業報告書 トイレ･共
用部 1/2     (工学部・工学研究科)

工学部経理課長 2013年4月1日 8年 2021年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2012年度 施設・管理 契約
平成24年度 役務関係 4月分清掃作業報告書 講義室他・
定期清掃 2/2     (工学部・工学研究科)

工学部経理課長 2013年4月1日 8年 2021年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2012年度 施設・管理 契約
平成24年度 役務関係 講義室チェック一覧表       (工学
部・工学研究科)

工学部経理課長 2013年4月1日 8年 2021年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2012年度 施設・管理 契約
平成24年度 役務関係 5月分清掃作業報告書 トイレ･共
用部 1/2     (工学部・工学研究科)

工学部経理課長 2013年4月1日 8年 2021年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2012年度 施設・管理 契約
平成24年度 役務関係 5月分清掃作業報告書 講義室他・
定期清掃 2/2     (工学部・工学研究科)

工学部経理課長 2013年4月1日 8年 2021年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2012年度 施設・管理 契約
平成24年度 役務関係 モニター桝点検       (工学部・工
学研究科)

工学部経理課長 2013年4月1日 8年 2021年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2012年度 施設・管理 契約
平成24年度 役務関係 自動扉点検       (工学部・工学研
究科)

工学部経理課長 2013年4月1日 8年 2021年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2012年度 施設・管理 契約
平成24年度 役務関係 6月分清掃作業報告書 トイレ･共
用部 1/2     (工学部・工学研究科)

工学部経理課長 2013年4月1日 8年 2021年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2012年度 施設・管理 契約
平成24年度 役務関係 6月分清掃作業報告書 講義室他・
定期清掃 2/2     (工学部・工学研究科)

工学部経理課長 2013年4月1日 8年 2021年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2012年度 施設・管理 契約
平成24年度 役務関係（請負） シルバー作業指示書
(工学部・工学研究科)

工学部経理課長 2013年4月1日 8年 2021年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2012年度 施設・管理 契約
平成24年度 役務関係 高圧ガス施設「休日等点検表」
(工学部・工学研究科)

工学部経理課長 2013年4月1日 8年 2021年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2012年度 施設・管理 契約
平成24年度 役務関係 高圧ガス検知警報点検       (工学
部・工学研究科)

工学部経理課長 2013年4月1日 8年 2021年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2012年度 施設・管理 契約
平成24年度 役務関係 廃棄物関係       (工学部・工学研
究科)

工学部経理課長 2013年4月1日 8年 2021年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2012年度 施設・管理 契約
平成24年度 役務関係 7月分清掃作業報告書 トイレ･共
用部 1/2     (工学部・工学研究科)

工学部経理課長 2013年4月1日 8年 2021年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2012年度 施設・管理 契約
平成24年度 役務関係 7月分清掃作業報告書 講義室他・
定期清掃 2/2     (工学部・工学研究科)

工学部経理課長 2013年4月1日 8年 2021年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2012年度 施設・管理 契約
平成24年度 役務関係 8月分清掃作業報告書 トイレ･共
用部 1/2     (工学部・工学研究科)

工学部経理課長 2013年4月1日 8年 2021年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2012年度 施設・管理 契約
平成24年度 役務関係 8月分清掃作業報告書 講義室他・
定期清掃 2/2     (工学部・工学研究科)

工学部経理課長 2013年4月1日 8年 2021年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2012年度 施設・管理 契約
平成24年度 役務関係 ９月分清掃作業報告書 トイレ･共
用部 1/2     (工学部・工学研究科)

工学部経理課長 2013年4月1日 8年 2021年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2012年度 施設・管理 契約
平成24年度 役務関係 ９月分清掃作業報告書 講義室
他・定期清掃 2/2     (工学部・工学研究科)

工学部経理課長 2013年4月1日 8年 2021年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2012年度 施設・管理 契約
平成24年度 役務関係 非感染性廃棄物月別回収依頼票
（A表） 10月～3月 2/2     (工学部・工学研究科)

工学部経理課長 2013年4月1日 8年 2021年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄
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2012年度 施設・管理 契約
平成24年度 役務関係 冷却水設備・受水槽清掃点検
(工学部・工学研究科)

工学部経理課長 2013年4月1日 8年 2021年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2012年度 施設・管理 契約
平成24年度 役務関係 10月分清掃作業報告書 トイレ･共
用部 1/2     (工学部・工学研究科)

工学部経理課長 2013年4月1日 8年 2021年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2012年度 施設・管理 契約
平成24年度 役務関係 10月分清掃作業報告書 講義室
他・定期清掃 2/2     (工学部・工学研究科)

工学部経理課長 2013年4月1日 8年 2021年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2012年度 施設・管理 契約
平成24年度 役務関係 11月分清掃作業報告書 トイレ･共
用部 1/2     (工学部・工学研究科)

工学部経理課長 2013年4月1日 8年 2021年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2012年度 施設・管理 契約
平成24年度 役務関係 11月分清掃作業報告書 講義室
他・定期清掃 2/2     (工学部・工学研究科)

工学部経理課長 2013年4月1日 8年 2021年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2012年度 施設・管理 契約
平成24年度 役務関係 12月分清掃作業報告書 トイレ･共
用部 1/2     (工学部・工学研究科)

工学部経理課長 2013年4月1日 8年 2021年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2012年度 施設・管理 契約
平成24年度 役務関係 12月分清掃作業報告書 講義室
他・定期清掃 2/2     (工学部・工学研究科)

工学部経理課長 2013年4月1日 8年 2021年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2012年度 施設・管理 契約
平成24年度 役務関係 1月分清掃作業報告書 トイレ･共
用部 1/2     (工学部・工学研究科)

工学部経理課長 2013年4月1日 8年 2021年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2012年度 施設・管理 契約
平成24年度 役務関係 1月分清掃作業報告書 講義室他・
定期清掃 2/2     (工学部・工学研究科)

工学部経理課長 2013年4月1日 8年 2021年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2012年度 施設・管理 契約
平成24年度 役務関係 空調設備保全（EHP)       (工学
部・工学研究科)

工学部経理課長 2013年4月1日 8年 2021年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2012年度 施設・管理 契約
平成24年度 役務関係 2月分清掃作業報告書 トイレ･共
用部 1/2     (工学部・工学研究科)

工学部経理課長 2013年4月1日 8年 2021年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2012年度 施設・管理 契約
平成24年度 役務関係 2月分清掃作業報告書 講義室他・
定期清掃 2/2     (工学部・工学研究科)

工学部経理課長 2013年4月1日 8年 2021年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2012年度 施設・管理 契約
平成24年度 役務関係 3月分清掃作業報告書 トイレ･共
用部 1/2     (工学部・工学研究科)

工学部経理課長 2013年4月1日 8年 2021年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2012年度 施設・管理 契約
平成24年度 役務関係 3月分清掃作業報告書 講義室他・
定期清掃 2/2     (工学部・工学研究科)

工学部経理課長 2013年4月1日 8年 2021年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2012年度 施設・管理 契約
平成24年度 役務関係 工学研究科守衛業務完了報告書
(工学部・工学研究科)

工学部経理課長 2013年4月1日 8年 2021年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2012年度 施設・管理 支出
平成24年度 支出決定決議書 （設備）       (工学部・工学
研究科)

工学部経理課長 2013年4月1日 8年 2021年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2012年度 施設・管理 支出
平成24年度 支出決定決議書 （電気）       (工学部・工学
研究科)

工学部経理課長 2013年4月1日 8年 2021年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2012年度 施設・管理 支出
平成24年度 支出決定決議書 （建築）       (工学部・工学
研究科)

工学部経理課長 2013年4月1日 8年 2021年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2012年度 施設・管理 支出
平成24年度 支出決定決議書 （業務）       (工学部・工学
研究科)

工学部経理課長 2013年4月1日 8年 2021年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2012年度 施設・管理 支出
平成24年度 支出決定決議書 （感染性廃棄物）（産業廃
棄物）       (工学部・工学研究科)

工学部経理課長 2013年4月1日 8年 2021年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2012年度 施設・管理 支出
平成24年度 支出決定決議書 （エレ保守）（電話工事）（宿
舎借上げ）       (工学部・工学研究科)

工学部経理課長 2013年4月1日 8年 2021年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2012年度 施設・管理 支出
平成24年度 支出決定決議書 （有機廃液）（無機廃液）
（定着廃液）（廃プラ）       (工学部・工学研究科)

工学部経理課長 2013年4月1日 8年 2021年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2012年度 施設・管理 支出
平成24年度 支出決定決議書 （警備）（建物清掃）（屋外
清掃）（特定建築物）       (工学部・工学研究科)

工学部経理課長 2013年4月1日 8年 2021年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2012年度 施設・管理 支出
平成24年度 支出決定決議書 (電話工事)       (シンクロト
ロン光研究センター)

工学部経理課長 2013年4月1日 8年 2021年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2012年度 施設・管理 支出
平成24年度 支出決定決議書 (設備)(建築)       (ｸﾞﾘｰﾝﾓ
ﾋﾞﾘﾃｨｰ連携研究センター)

工学部経理課長 2013年4月1日 8年 2021年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2012年度 施設・管理 支出
平成24年度 支出決定決議書 (補助間接経費・受託間接
経費)等       (工学部・工学研究科)

工学部経理課長 2013年4月1日 8年 2021年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2012年度 施設・管理 支出
平成24年度 支出決定決議書 設備②       (工学部・工学
研究科)

工学部経理課長 2013年4月1日 8年 2021年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2012年度 施設・管理 施設
平成24年度 放射線取扱施設関係 放射線関係       (工
学部・工学研究科)

工学部経理課長 2013年4月1日 永年 － 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2012年度 施設・管理 施設
平成24年度 高周波利用設備取扱施設関係 高周波利用
設備申請書関係綴       (工学部・工学研究科)

工学部経理課長 2013年4月1日 永年 － 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2012年度 施設・管理 施設
平成24年度 借入関係 資産賃貸借関係       (工学部・工
学研究科)

工学部経理課長 2013年4月1日
貸付・借
入終了

紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2012年度 施設・管理 施設
平成24年度 特定建築物関係 特定建築物環境衛生管理
業務       (工学部・工学研究科)

工学部経理課長 2013年4月1日 永年 － 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2012年度 施設・管理 施設
平成24年度 核燃料物質取扱施設関係 計量管理報告書
(工学部・工学研究科)

工学部経理課長 2013年4月1日 永年 － 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 移管
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2012年度 施設・管理 施設
平成24年度 高圧ガス製造施設取扱関係 高圧ガス製造
施設等変更許可申請書       (工学部・工学研究科)

工学部経理課長 2013年4月1日 永年 － 紙
工学部経理課倉
庫

施設管理部施設管理課長 移管

2012年度 施設・管理 施設
平成24年度 放射線取扱施設関係 Ｘ線装置関係書類
(工学部・工学研究科)

工学部経理課長 2013年4月1日 永年 － 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2012年度 施設・管理 施設
平成24年度 工学部共通室利用関係 工学部共通室（使
用願･返却届）       (工学部・工学研究科)

工学部経理課長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2012年度 施設・管理 施設
平成24年度 高圧ガス製造施設取扱関係 高圧ガス製造
施設等変更許可申請書(特定高圧ガス)       (工学部・工

工学部経理課長 2013年4月1日 永年 － 紙
工学部経理課倉
庫

施設管理部施設管理課長 移管

2012年度 施設・管理 施設
平成24年度 核燃料物質取扱施設関係 未登録核燃料物
質等に関する調査関係資料  1/2     (工学部・工学研究

工学部経理課長 2013年4月1日 永年 － 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2012年度 施設・管理 施設
平成24年度 労働基準監督署関係 クレーン設置届
（NCC）       (工学部・工学研究科)

工学部経理課長 2013年4月1日 永年 － 紙
工学部経理課倉
庫

施設管理部施設管理課長 移管

2012年度 施設・管理 施設
平成24年度 核燃料物質取扱施設関係 未登録核燃料物
質等に関する調査関係資料  2/2     (工学部・工学研究

工学部経理課長 2013年4月1日 永年 － 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2012年度 施設・管理 施設
平成24年度 施設整備概算・営繕要求関係（ H26年度　施
設整備概算・営繕要求関係 ）      (工学部・工学研究科)

工学部経理課長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2012年度 施設・管理 施設
平成24年度 労働基準監督署関係 ボイラー設置届（NCC)
(工学部・工学研究科)

工学部経理課長 2013年4月1日 永年 － 紙
工学部経理課倉
庫

施設管理部施設管理課長 移管

2012年度 施設・管理 施設
平成24年度 労働基準監督署関係 機械等設置届（NCC)
(工学部・工学研究科)

工学部経理課長 2013年4月1日 永年 － 紙
工学部経理課倉
庫

施設管理部施設管理課長 移管

2012年度 施設・管理 施設
平成24年度 危険物取扱施設関係 危険物関係・危険物
許可（変更）申請       (工学部・工学研究科)

工学部経理課長 2013年4月1日 永年 － 紙
工学部経理課倉
庫

施設管理部施設管理課長 移管

2012年度 施設・管理 資産管理
平成24年度 資産の除去関係書類 資産除去等について
(工学部・工学研究科)

工学部経理課長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2012年度 施設・管理 宿舎
平成24年度 宿舎貸与申請関係 宿舎関係書類（写）
(工学部・工学研究科)

工学部経理課長 2013年4月1日 8年 2021年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2012年度 施設・管理 届出
平成24年度 消防届入関係 消防計画作成(変更)届出書
(工学部・工学研究科)

工学部経理課長 2013年4月1日 永年 － 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2012年度 施設・管理 届出
平成24年度 消防届入関係 （６号館）       (工学部・工学
研究科)

工学部経理課長 2013年4月1日 永年 － 紙
工学部経理課倉
庫

施設管理部施設管理課長 移管

2012年度 施設・管理 届出
平成24年度 消防届入関係 (NCC)       (工学部・工学研
究科)

工学部経理課長 2013年4月1日 永年 － 紙
工学部経理課倉
庫

施設管理部施設管理課長 移管

2012年度 施設・管理 報告
平成24年度 災害報告関係 事故・災害発生報告 書
(工学部・工学研究科)

工学部経理課長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2012年度 施設・管理 報告
平成24年度 安全衛生管理関係 当初の安全・衛生教育
(工学部・工学研究科)

工学部経理課長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2012年度 施設・管理 報告
平成24年度 安全衛生管理関係 クレーン設置点検報告
書       (工学部・工学研究科)

工学部経理課長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2012年度 施設・管理 契約
平成24年度 役務関係 入構・駐車許可関係       (工学
部・工学研究科)

工学部経理課長 2013年4月1日 8年 2021年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2012年度 施設・管理 契約
平成24年度 役務関係 ゴミ袋申込書       (工学部･工学
研究科)

工学部経理課長 2013年4月1日 8年 2021年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2012年度 施設・管理 契約 平成24年度 役務関係 モニター枡点検 工学部経理課長 2013年4月1日 8年 2021年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2012年度 施設・管理 契約
平成24年度 役務関係 入構許可申請書関係       (工学
部・工学研究科)

工学部経理課長 2013年4月1日 8年 2021年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2013年度 施設・管理 会議 平成25年度 施設・図書委員会  (工学部・工学研究科) 工学部経理課長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙
工学部経理課倉
庫

施設管理部施設管理課長 廃棄

2013年度 施設・管理 会議 平成25年度 安全･厚生委員会  (工学部・工学研究科) 工学部経理課長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2013年度 施設・管理 会議
平成25年度 情報セキュリティ部会関係 情報推進 (工学
部・工学研究科)

工学部経理課長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2013年度 施設・管理 許可
平成25年度 電話回線設置変更等申請関係 電話関係書
類 (工学部・工学研究科)

工学部経理課長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2013年度 施設・管理 許可
平成25年度 長期使用許可（申請）関係 自動販売機設置
関係 (工学部・工学研究科)

工学部経理課長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2013年度 施設・管理 契約
平成25年度 役務関係 入構許可申請書関係 (工学部・工
学研究科)

工学部経理課長 2014年4月1日 8年 2022年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2013年度 施設・管理 契約
平成25年度 役務関係 ゴミ袋申込書 (工学部・工学研究
科)

工学部経理課長 2014年4月1日 8年 2022年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2013年度 施設・管理 契約
平成25年度 役務関係（請負） 名古屋大学構内工学部
周辺屋外清掃作業見積合わせ (工学部・工学研究科)

工学部経理課長 2014年4月1日 8年 2022年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2013年度 施設・管理 契約
平成25年度 役務関係 4月分清掃作業報告書 トイレ・共
用部  (工学部・工学研究科)

工学部経理課長 2014年4月1日 8年 2022年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄
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2013年度 施設・管理 契約
平成25年度 役務関係 4月分清掃作業報告書 講義室他・
定期清掃  (工学部・工学研究科)

工学部経理課長 2014年4月1日 8年 2022年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2013年度 施設・管理 契約
平成25年度 役務関係 工学研究科守衛業務完了報告書
(工学部・工学研究科)

工学部経理課長 2014年4月1日 8年 2022年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2013年度 施設・管理 契約
平成25年度 役務関係 非感染性廃棄物月別回収依頼票
（A表） 4月～6月  (工学部・工学研究科)

工学部経理課長 2014年4月1日 8年 2022年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2013年度 施設・管理 契約
平成25年度 役務関係 緊急一時対応報告書（オリックス）
(工学部・工学研究科)

工学部経理課長 2014年4月1日 8年 2022年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2013年度 施設・管理 契約
平成25年度 役務関係 電気設備点検 (工学部・工学研究
科)

工学部経理課長 2014年4月1日 8年 2022年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2013年度 施設・管理 契約
平成25年度 役務関係 講義室チェック一覧表 (工学部・工
学研究科)

工学部経理課長 2014年4月1日 8年 2022年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2013年度 施設・管理 契約
平成25年度 役務関係 エレベータ定期検査報告書 (工学
部・工学研究科)

工学部経理課長 2014年4月1日 8年 2022年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2013年度 施設・管理 契約
平成25年度 役務関係 ＧＨＰ点検・修理報告書 (工学部・
工学研究科)

工学部経理課長 2014年4月1日 8年 2022年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2013年度 施設・管理 契約
平成25年度 役務関係 清掃契約作成資料 (工学部・工学
研究科)

工学部経理課長 2014年4月1日 8年 2022年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2013年度 施設・管理 契約
平成25年度 役務関係 モニター桝点検 (工学部・工学研
究科)

工学部経理課長 2014年4月1日 8年 2022年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2013年度 施設・管理 契約
平成25年度 役務関係 5月分清掃作業報告書 トイレ・共
用部　1/2  (工学部・工学研究科)

工学部経理課長 2014年4月1日 8年 2022年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2013年度 施設・管理 契約
平成25年度 役務関係 5月分清掃作業報告書 講義室他・
定期清掃  2/2 (工学部・工学研究科)

工学部経理課長 2014年4月1日 8年 2022年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2013年度 施設・管理 契約
平成25年度 役務関係 冷却水設備・受水槽清掃点検 (工
学部・工学研究科)

工学部経理課長 2014年4月1日 8年 2022年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2013年度 施設・管理 契約
平成25年度 役務関係 自動扉点検 (工学部・工学研究
科)

工学部経理課長 2014年4月1日 8年 2022年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2013年度 施設・管理 契約
平成25年度 役務関係 高圧ガス施設「休日等点検表」
(工学部・工学研究科)

工学部経理課長 2014年4月1日 8年 2022年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2013年度 施設・管理 契約
平成25年度 役務関係 空調設備保全(EHP) (工学部・工
学研究科)

工学部経理課長 2014年4月1日 8年 2022年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2013年度 施設・管理 契約
平成25年度 役務関係 6月分清掃作業報告書 トイレ・共
用部  1/2　(工学部・工学研究科)

工学部経理課長 2014年4月1日 8年 2022年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2013年度 施設・管理 契約
平成25年度 役務関係 6月分清掃作業報告書 講義室他・
定期清掃  2/2(工学部・工学研究科)

工学部経理課長 2014年4月1日 8年 2022年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2013年度 施設・管理 契約
平成25年度 役務関係 廃棄物関係 (工学部・工学研究
科)

工学部経理課長 2014年4月1日 8年 2022年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2013年度 施設・管理 契約
平成25年度 役務関係 非感染性廃棄物月別回収依頼票
（A表） 7月～9月  2/4　(工学部・工学研究科)

工学部経理課長 2014年4月1日 8年 2022年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2013年度 施設・管理 契約
平成25年度 役務関係 7月分清掃作業報告書 トイレ・共
用部 1/2　 (工学部・工学研究科)

工学部経理課長 2014年4月1日 8年 2022年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2013年度 施設・管理 契約
平成25年度 役務関係 7月分清掃作業報告書 講義室他・
定期清掃  2/2　(工学部・工学研究科)

工学部経理課長 2014年4月1日 8年 2022年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2013年度 施設・管理 契約
平成25年度 役務関係 高圧ガス検知警報点検 (工学部・
工学研究科)

工学部経理課長 2014年4月1日 8年 2022年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2013年度 施設・管理 契約
平成25年度 役務関係 8月分清掃作業報告書 トイレ・共
用部 1/2　(工学部・工学研究科)

工学部経理課長 2014年4月1日 8年 2022年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2013年度 施設・管理 契約
平成25年度 役務関係 8月分清掃作業報告書 講義室他・
定期清掃 2/2　(工学部・工学研究科)

工学部経理課長 2014年4月1日 8年 2022年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2013年度 施設・管理 契約
平成26年度 役務関係 清掃契約作成資料 (工学部・工学
研究科)

工学部経理課長 2014年4月1日 8年 2022年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2013年度 施設・管理 契約
平成25年度 役務関係 非感染性廃棄物月別回収依頼票
（A表） 10月～12月 3/4　(工学部・工学研究科)

工学部経理課長 2014年4月1日 8年 2022年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2013年度 施設・管理 契約
平成25年度 役務関係 9月分清掃作業報告書 トイレ・共
用部1/2　 (工学部・工学研究科)

工学部経理課長 2014年4月1日 8年 2022年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2013年度 施設・管理 契約
平成25年度 役務関係 9月分清掃作業報告書 講義室他・
定期清掃 2/2　(工学部・工学研究科)

工学部経理課長 2014年4月1日 8年 2022年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2013年度 施設・管理 契約
平成25年度 役務関係 10月分清掃作業報告書 トイレ・共
用部 1/2　(工学部・工学研究科)

工学部経理課長 2014年4月1日 8年 2022年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2013年度 施設・管理 契約
平成25年度 役務関係 10月分清掃作業報告書 講義室
他・定期清掃 2/2　(工学部・工学研究科)

工学部経理課長 2014年4月1日 8年 2022年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2013年度 施設・管理 契約
平成25年度 役務関係 11月分清掃作業報告書 トイレ・共
用部1/2　 (工学部・工学研究科)

工学部経理課長 2014年4月1日 8年 2022年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄
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2013年度 施設・管理 契約
平成25年度 役務関係 11月分清掃作業報告書 講義室
他・定期清掃 2/2　(工学部・工学研究科)

工学部経理課長 2014年4月1日 8年 2022年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2013年度 施設・管理 契約
平成25年度 役務関係 12月分清掃作業報告書 トイレ・共
用部 1/2　(工学部・工学研究科)

工学部経理課長 2014年4月1日 8年 2022年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2013年度 施設・管理 契約
平成25年度 役務関係 12月分清掃作業報告書 講義室
他・定期清掃2/2 (工学部・工学研究科)

工学部経理課長 2014年4月1日 8年 2022年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2013年度 施設・管理 契約
平成25年度 役務関係 非感染性廃棄物月別回収依頼票
（A表） 1月～3月 4/4　(工学部・工学研究科)

工学部経理課長 2014年4月1日 8年 2022年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2013年度 施設・管理 契約
平成25年度 役務関係 1月分清掃作業報告書 トイレ・共
用部1/2　 (工学部・工学研究科)

工学部経理課長 2014年4月1日 8年 2022年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2013年度 施設・管理 契約
平成25年度 役務関係 1月分清掃作業報告書 講義室他・
定期清掃 2/2　(工学部・工学研究科)

工学部経理課長 2014年4月1日 8年 2022年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2013年度 施設・管理 契約
平成25年度 役務関係 2月分清掃作業報告書 トイレ・共
用部 1/2　(工学部・工学研究科)

工学部経理課長 2014年4月1日 8年 2022年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2013年度 施設・管理 契約
平成25年度 役務関係 2月分清掃作業報告書 講義室他・
定期清掃 2/2　(工学部・工学研究科)

工学部経理課長 2014年4月1日 8年 2022年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2013年度 施設・管理 契約
平成25年度 役務関係 3月分清掃作業報告書 トイレ・共
用部  1/2　(工学部・工学研究科)

工学部経理課長 2014年4月1日 8年 2022年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2013年度 施設・管理 契約
平成25年度 役務関係 3月分清掃作業報告書 講義室他・
定期清掃 2/2　(工学部・工学研究科)

工学部経理課長 2014年4月1日 8年 2022年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2013年度 施設・管理 支出
平成25年度 支出決定決議書 (設備) (工学部・工学研究
科)

工学部経理課長 2014年4月1日 8年 2022年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2013年度 施設・管理 支出
平成25年度 支出決定決議書 (電気) (工学部・工学研究
科)

工学部経理課長 2014年4月1日 8年 2022年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2013年度 施設・管理 支出
平成25年度 支出決定決議書 (建築) (工学部・工学研究
科)

工学部経理課長 2014年4月1日 8年 2022年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2013年度 施設・管理 支出
平成25年度 支出決定決議書 (業務) (工学部・工学研究
科)

工学部経理課長 2014年4月1日 8年 2022年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2013年度 施設・管理 支出
平成25年度 支出決定決議書 (補助金間接経費) (工学
部・工学研究科)

工学部経理課長 2014年4月1日 8年 2022年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2013年度 施設・管理 支出
平成25年度 支出決定決議書 (受託研究間接経費)等 (工
学部・工学研究科)

工学部経理課長 2014年4月1日 8年 2022年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2013年度 施設・管理 支出
平成25年度 支出決定決議書 (電話工事　他) (工学部・工
学研究科)

工学部経理課長 2014年4月1日 8年 2022年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2013年度 施設・管理 支出
平成25年度 支出決定決議書 (有機廃液)(無機廃液)(定
着廃液)(廃プラ) (工学部・工学研究科)

工学部経理課長 2014年4月1日 8年 2022年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2013年度 施設・管理 支出
平成25年度 支出決定決議書 (産業廃棄物)(感染性廃棄
物) (工学部・工学研究科)

工学部経理課長 2014年4月1日 8年 2022年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2013年度 施設・管理 支出
平成25年度 支出決定決議書 (電話工事)(ｴﾚ保守)(宿舎
借上げ)(物品) (工学部・工学研究科)

工学部経理課長 2014年4月1日 8年 2022年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2013年度 施設・管理 支出
平成25年度 支出決定決議書 (清掃/建物・屋外・その
他)(警備)(特定建築物) (工学部・工学研究科)

工学部経理課長 2014年4月1日 8年 2022年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2013年度 施設・管理 支出
平成25年度 支出決定決議書 (電気　他） (工学部・工学
研究科)

工学部経理課長 2014年4月1日 8年 2022年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2013年度 施設・管理 支出
平成25年度 支出決定決議書 (補助金間接経費) (工学
部・工学研究科)

工学部経理課長 2014年4月1日 8年 2022年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2013年度 施設・管理 支出
平成25年度 支出決定決議書 (設備)② (工学部・工学研
究科)

工学部経理課長 2014年4月1日 8年 2022年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2013年度 施設・管理 施設
平成25年度 工学部共通室利用関係 工学部共通室（使
用願・返却届） (工学部・工学研究科)

工学部経理課長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙
工学部経理課倉
庫

施設管理部施設管理課長 廃棄

2013年度 施設・管理 施設
平成25年度 特定建築物関係 特定建築物環境衛生管理
業務 (工学部・工学研究科)

工学部経理課長 2014年4月1日 永年 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2013年度 施設・管理 施設
平成25年度 高圧ガス製造施設取扱関係 高圧ガス製造
施設等変更許可申請書 (工学部・工学研究科)

工学部経理課長 2014年4月1日 永年 紙
工学部経理課倉
庫

施設管理部施設管理課長 廃棄

2013年度 施設・管理 施設
平成25年度 放射線取扱施設関係 放射線関係 (工学部・
工学研究科)

工学部経理課長 2014年4月1日 永年 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2013年度 施設・管理 施設
平成25年度 放射線取扱施設関係 Ｘ線装置関係書類 (工
学部・工学研究科)

工学部経理課長 2014年4月1日 永年 紙
工学部経理課倉
庫

施設管理部施設管理課長 廃棄

2013年度 施設・管理 施設
平成25年度 高周波利用設備取扱施設関係 高周波利用
設備申請書関係綴 (工学部・工学研究科)

工学部経理課長 2014年4月1日 永年 紙
工学部経理課倉
庫

施設管理部施設管理課長 廃棄

2013年度 施設・管理 施設
平成25年度 核燃料物質取扱施設関係 計量管理報告書
(工学部・工学研究科)

工学部経理課長 2014年4月1日 永年 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2013年度 施設・管理 施設
平成25年度 高圧ガス製造施設取扱関係 高圧ガス製造
施設等変更許可申請書(特定高圧ガス) (工学部・工学研

工学部経理課長 2014年4月1日 永年 紙
工学部経理課倉
庫

施設管理部施設管理課長 廃棄
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2013年度 施設・管理 施設
平成25年度 借入関係 資産賃貸借関係 (工学部・工学研
究科)

工学部経理課長 2014年4月1日借入終了後 - 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2013年度 施設・管理 施設
平成25年度 危険物取扱施設関係 危険物関係・危険物
許可（変更）申請 (工学部・工学研究科)

工学部経理課長 2014年4月1日 永年 紙
工学部経理課倉
庫

施設管理部施設管理課長 廃棄

2013年度 施設・管理 施設
平成25年度 施設整備概算・営繕要求関係 （H27年度施
設整備概算・営繕要求関係 ）(工学部・工学研究科)

工学部経理課長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2013年度 施設・管理 施設
平成25年度 高圧ガス製造施設取扱関係 高圧ガス製造
施設等変更許可申請書 (工学部・工学研究科)

工学部経理課長 2014年4月1日 永年 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2013年度 施設・管理 施設
平成25年度 局所排気装置取扱関係 ドラフトチャンバー
定期自主検査関係 (工学部・工学研究科)

工学部経理課長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2013年度 施設・管理 資産管理
平成25年度 資産の除去関係書類 資産除去等について
(工学部・工学研究科)

工学部経理課長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2013年度 施設・管理 宿舎
平成25年度 宿舎貸与申請関係 宿舎関係書類（写） (工
学部・工学研究科)

工学部経理課長 2014年4月1日 8年 2022年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2013年度 施設・管理 届出
平成25年度 消防届入関係 　(原子核第一特別実験棟･環
境土木実験棟） (工学部・工学研究科)

工学部経理課長 2014年4月1日 永年 紙
工学部経理課倉
庫

施設管理部施設管理課長 廃棄

2013年度 施設・管理 報告
平成25年度 安全衛生管理関係 当初の安全・衛生教育
(工学部・工学研究科)

工学部経理課長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2013年度 施設・管理 報告
平成25年度 災害報告関係 事故・災害発生報告 (工学
部・工学研究科)

工学部経理課長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2013年度 施設・管理 報告
平成25年度 安全衛生管理関係 クレーン設置点検報告
書 (工学部・工学研究科)

工学部経理課長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2013年度 施設・管理 契約 平成25年度 役務関係 モニター枡点検 工学部経理課長 2014年4月1日 8年 2022年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2014年度 施設・管理 契約 平成26年度 役務関係 入構許可申請書関係 工学部経理課長 2015年4月1日 8年 2023年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2014年度 施設・管理 施設 平成26年度 借入関係 資産賃貸借関係 工学部経理課長 2015年4月1日借入終了後 - 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2014年度 施設・管理 施設
平成26年度 工学部共通室利用関係 工学部共通室（使
用願・返却届）

工学部経理課長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙
工学部経理課倉
庫

施設管理部施設管理課長 廃棄

2014年度 施設・管理 会議 平成26年度 施設・図書委員会 工学部経理課長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙
工学部経理課倉
庫

施設管理部施設管理課長 廃棄

2014年度 施設・管理 契約
平成26年度 役務関係（請負） 名古屋大学構内工学部
周辺屋外清掃作業見積合わせ

工学部経理課長 2015年4月1日 8年 2023年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2014年度 施設・管理 契約 平成26年度 役務関係 ゴミ袋申込書 工学部経理課長 2015年4月1日 8年 2023年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2014年度 施設・管理 契約 平成26年度 役務関係 高圧ガス施設「休日等点検表」 工学部経理課長 2015年4月1日 8年 2023年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2014年度 施設・管理 契約 平成26年度 役務関係 空調設備保全（EHP） 工学部経理課長 2015年4月1日 8年 2023年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2014年度 施設・管理 施設 平成26年度 省エネ推進関係 省エネルギー推進経費 工学部経理課長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2014年度 施設・管理 会議 平成26年度 情報セキュリティ部会関係 情報推進 工学部経理課長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2014年度 施設・管理 許可
平成26年度 電話回線設置変更等申請関係 電話関係書
類

工学部経理課長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2014年度 施設・管理 施設
平成26年度 危険物取扱施設関係 危険物関係・危険物
許可（変更）申請

工学部経理課長 2015年4月1日 永年 紙
工学部経理課倉
庫

施設管理部施設管理課長 廃棄

2014年度 施設・管理 契約
平成26年度 役務関係 非感染性廃棄物月別回収依頼票
（A票） 4月～6月 １／４

工学部経理課長 2015年4月1日 8年 2023年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2014年度 施設・管理 契約 平成26年度 役務関係 エレベータ定期検査報告書 工学部経理課長 2015年4月1日 8年 2023年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2014年度 施設・管理 会議 平成26年度 安全･厚生委員会   １／２ 工学部経理課長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2014年度 施設・管理 会議 平成26年度 安全･厚生委員会   ２／２ 工学部経理課長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2014年度 施設・管理 資産管理 平成26年度 資産の除去関係書類 資産除去等について 工学部経理課長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2014年度 施設・管理 報告 平成26年度 災害報告関係 事故・災害発生報告 工学部経理課長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2014年度 施設・管理 施設
平成26年度 特定建築物関係 特定建築物環境衛生管理
業務

工学部経理課長 2015年4月1日 永年 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2014年度 施設・管理 契約 平成26年度 役務関係 GHP点検・修理報告書 工学部経理課長 2015年4月1日 8年 2023年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄
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2014年度 施設・管理 契約 平成26年度 役務関係 講義室チェック一覧表 工学部経理課長 2015年4月1日 8年 2023年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2014年度 施設・管理 契約 平成26年度 役務関係 電気設備点検 工学部経理課長 2015年4月1日 8年 2023年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2014年度 施設・管理 報告 平成26年度 安全衛生管理関係 当初の安全・衛生教育 工学部経理課長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2014年度 施設・管理 報告
平成26年度 安全衛生管理関係 クレーン設置点検報告
書

工学部経理課長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2014年度 施設・管理 契約 平成26年度 役務関係 モニター枡点検 工学部経理課長 2015年4月1日 8年 2023年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2014年度 施設・管理 施設
平成26年度 高圧ガス製造施設取扱関係 高圧ガス製造
施設等変更許可申請書

工学部経理課長 2015年4月1日 永年 紙
工学部経理課倉
庫

施設管理部施設管理課長 廃棄

2014年度 施設・管理 施設 平成26年度 放射線取扱施設関係 放射線関係 工学部経理課長 2015年4月1日 永年 紙
工学部経理課倉
庫

施設管理部施設管理課長 廃棄

2014年度 施設・管理 施設 平成26年度 放射線取扱施設関係 Ｘ線装置関係書類 工学部経理課長 2015年4月1日 永年 紙
工学部経理課倉
庫

施設管理部施設管理課長 廃棄

2014年度 施設・管理 施設 平成26年度 核燃料物質取扱施設関係 計量管理報告書 工学部経理課長 2015年4月1日 永年 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2014年度 施設・管理 施設
平成26年度 高周波利用設備取扱施設関係 高周波利用
設備申請書関係綴

工学部経理課長 2015年4月1日 永年 紙
工学部経理課倉
庫

施設管理部施設管理課長 廃棄

2014年度 施設・管理 契約 平成26年度 役務関係 緊急一時対応報告書（オリックス） 工学部経理課長 2015年4月1日 8年 2023年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2014年度 施設・管理 契約 平成26年度 役務関係 廃棄物関係 工学部経理課長 2015年4月1日 8年 2023年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2014年度 施設・管理 支出 平成26年度 支出決定決議書 （電気）  1/2 工学部経理課長 2015年4月1日 8年 2023年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2014年度 施設・管理 支出 平成26年度 支出決定決議書 （設備）  1/2 工学部経理課長 2015年4月1日 8年 2023年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2014年度 施設・管理 支出
平成26年度 支出決定決議書 （産業廃棄物）（感染性廃
棄物）

工学部経理課長 2015年4月1日 8年 2023年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2014年度 施設・管理 支出 平成26年度 支出決定決議書 （建築）  1/2 工学部経理課長 2015年4月1日 8年 2023年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2014年度 施設・管理 支出
平成26年度 支出決定決議書 （電話工事）（エレ保守）（宿
舎借上げ）（物品）

工学部経理課長 2015年4月1日 8年 2023年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2014年度 施設・管理 支出 平成26年度 支出決定決議書 （業務） 工学部経理課長 2015年4月1日 8年 2023年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2014年度 施設・管理 支出
平成26年度 支出決定決議書 （有機廃液）（無機廃液）
（定着廃液）（廃プラ）

工学部経理課長 2015年4月1日 8年 2023年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2014年度 施設・管理 支出
平成26年度 支出決定決議書 （清掃／建物・屋外・その
他）（警備）（特定建築物）

工学部経理課長 2015年4月1日 8年 2023年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2014年度 施設・管理 支出 平成26年度 支出決定決議書 （補助金間接経費） 工学部経理課長 2015年4月1日 8年 2023年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2014年度 施設・管理 支出 平成26年度 支出決定決議書 （受託研究間接経費） 工学部経理課長 2015年4月1日 8年 2023年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2014年度 施設・管理 宿舎 平成26年度 宿舎貸与申請関係 宿舎関係書類（写） 工学部経理課長 2015年4月1日 8年 2023年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2014年度 施設・管理 支出
平成26年度 支出決定決議書 (電話工事　他) 授業料・補
助金・受託間接他

工学部経理課長 2015年4月1日 8年 2023年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2014年度 施設・管理 契約 平成26年度 役務関係 自動扉点検 工学部経理課長 2015年4月1日 8年 2023年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2014年度 施設・管理 契約
平成26年度 役務関係 工学部空調機集中制御除外申請
書

工学部経理課長 2015年4月1日 8年 2023年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2014年度 施設・管理 契約
平成26年度 役務関係 4月分清掃作業報告書 ﾄｲﾚ・共用
部 1/2

工学部経理課長 2015年4月1日 8年 2023年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2014年度 施設・管理 契約
平成26年度 役務関係 4月分清掃作業報告書 講義室他・
定期清掃 2/2

工学部経理課長 2015年4月1日 8年 2023年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2014年度 施設・管理 契約
平成26年度 役務関係 5月分清掃作業報告書 ﾄｲﾚ・共用
部 1/2

工学部経理課長 2015年4月1日 8年 2023年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2014年度 施設・管理 契約
平成26年度 役務関係 5月分清掃作業報告書 講義室他・
定期清掃 2/2

工学部経理課長 2015年4月1日 8年 2023年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2014年度 施設・管理 支出 平成26年度 支出決定決議書 (清掃)(電話工事)(その他) 工学部経理課長 2015年4月1日 8年 2023年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2014年度 施設・管理 報告 平成26年度 安全衛生管理関係 作業環境改善報告書 工学部経理課長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄
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2014年度 施設・管理 契約
平成26年度 役務関係 6月分清掃作業報告書 ﾄｲﾚ・共用
部 1/2

工学部経理課長 2015年4月1日 8年 2023年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2014年度 施設・管理 契約
平成26年度 役務関係 6月分清掃作業報告書 講義室他・
定期清掃 2/2

工学部経理課長 2015年4月1日 8年 2023年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2014年度 施設・管理 契約
平成26年度 役務関係 非感染性廃棄物月別回収依頼票
（A票） 7月～9月 2/4

工学部経理課長 2015年4月1日 8年 2023年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2014年度 施設・管理 届出 平成26年度 消防届入関係 （工学部8号館南棟） 工学部経理課長 2015年4月1日 永年 紙
工学部経理課倉
庫

施設管理部施設管理課長 廃棄

2014年度 施設・管理 契約 平成26年度 役務関係 高圧ガス検知警報点検 工学部経理課長 2015年4月1日 8年 2023年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2014年度 施設・管理 報告 平成26年度 安全衛生管理関係 PCB濃度分析結果 工学部経理課長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2014年度 施設・管理 契約
平成26年度 役務関係 7月分清掃作業報告書 ﾄｲﾚ・共用
部 1/2

工学部経理課長 2015年4月1日 8年 2023年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2014年度 施設・管理 契約
平成26年度 役務関係 7月分清掃作業報告書 講義室他・
定期清掃 2/2

工学部経理課長 2015年4月1日 8年 2023年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2014年度 施設・管理 契約
平成26年度 役務関係 8月分清掃作業報告書 ﾄｲﾚ・共用
部 1/2

工学部経理課長 2015年4月1日 8年 2023年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2014年度 施設・管理 契約
平成26年度 役務関係 8月分清掃作業報告書 講義室他・
定期清掃 2/2

工学部経理課長 2015年4月1日 8年 2023年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2014年度 施設・管理 契約 平成26年度 役務関係 冷却水設備・受水槽清掃点検 工学部経理課長 2015年4月1日 8年 2023年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2014年度 施設・管理 管財
平成26年度 防火管理及び消防訓練関係 消防設備保守
点検（前期）オリックス・ファシリティーズ株式会社  1/2

工学部経理課長 2015年4月1日 5年 2020/3/31 紙
工学部経理課倉
庫

施設管理部施設管理課長 廃棄

2014年度 施設・管理 管財
平成26年度 防火管理及び消防訓練関係 消防設備保守
点検（後期）オリックス・ファシリティーズ株式会社  2/2

工学部経理課長 2015年4月1日 5年 2020/3/31 紙
工学部経理課倉
庫

施設管理部施設管理課長 廃棄

2014年度 施設・管理 契約
平成26年度 役務関係 非感染性廃棄物月別回収依頼票
（A票） 10月～12月 3/4

工学部経理課長 2015年4月1日 8年 2023年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2014年度 施設・管理 施設
平成26年度 省エネ推進関係 省エネ実行計画・推進担当
者

工学部経理課長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2014年度 施設・管理 契約
平成26年度 役務関係 9月分清掃作業報告書 ﾄｲﾚ・共用
部 1/2

工学部経理課長 2015年4月1日 8年 2023年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2014年度 施設・管理 契約
平成26年度 役務関係 9月分清掃作業報告書 講義室他・
定期清掃 2/2

工学部経理課長 2015年4月1日 8年 2023年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2014年度 施設・管理 契約
平成26年度 役務関係 10月分清掃作業報告書 ﾄｲﾚ・共
用部 1/2

工学部経理課長 2015年4月1日 8年 2023年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2014年度 施設・管理 契約
平成26年度 役務関係 10月分清掃作業報告書 講義室
他・定期清掃 2/2

工学部経理課長 2015年4月1日 8年 2023年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2014年度 施設・管理 支出 平成26年度 支出決定決議書 （設備）  2/2 工学部経理課長 2015年4月1日 8年 2023年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2014年度 施設・管理 契約 平成27年度 役務関係 清掃契約作成資料 工学部経理課長 2015年4月1日 8年 2023年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2014年度 施設・管理 契約
平成26年度 役務関係 11月分清掃作業報告書 ﾄｲﾚ・共
用部 1/2

工学部経理課長 2015年4月1日 8年 2023年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2014年度 施設・管理 契約
平成26年度 役務関係 11月分清掃作業報告書 講義室
他・定期清掃 2/2

工学部経理課長 2015年4月1日 8年 2023年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2014年度 施設・管理 届出
平成26年度 消防届入関係 (機械学科実験棟・実験実習
工場)

工学部経理課長 2015年4月1日 永年 紙
工学部経理課倉
庫

施設管理部施設管理課長 廃棄

2014年度 施設・管理 支出 平成26年度 支出決定決議書 （建築）  2/2 工学部経理課長 2015年4月1日 8年 2023年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2014年度 施設・管理 支出 平成26年度 支出決定決議書 （電気）  2/2 工学部経理課長 2015年4月1日 8年 2023年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2014年度 施設・管理 契約
平成26年度 役務関係 非感染性廃棄物月別回収依頼票
（A票） 1月～3月 4/4

工学部経理課長 2015年4月1日 8年 2023年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2014年度 施設・管理 契約
平成26年度 役務関係 12月分清掃作業報告書 ﾄｲﾚ・共
用部 1/2

工学部経理課長 2015年4月1日 8年 2023年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2014年度 施設・管理 契約
平成26年度 役務関係 12月分清掃作業報告書 講義室
他・定期清掃 2/2

工学部経理課長 2015年4月1日 8年 2023年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2014年度 施設・管理 施設
平成26年度 施設整備概算・営繕要求関係( Ｈ28年度施
設整備概算・営繕要求関係 )

工学部経理課長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2014年度 施設・管理 支出
平成26年度 支出決定決議書 (設備　他) 授業料・補助
金・受託間接他

工学部経理課長 2015年4月1日 8年 2023年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2014年度 施設・管理 契約
平成26年度 役務関係 1月分清掃作業報告書 ﾄｲﾚ・共用
部 1/2

工学部経理課長 2015年4月1日 8年 2023年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄
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2014年度 施設・管理 契約
平成26年度 役務関係 1月分清掃作業報告書 講義室他・
定期清掃 2/2

工学部経理課長 2015年4月1日 8年 2023年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2014年度 施設・管理 管財
平成26年度 防火管理及び消防訓練関係 地震防災訓
練・消防訓練  1/2

工学部経理課長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2014年度 施設・管理 契約
平成26年度 役務関係 2月分清掃作業報告書 ﾄｲﾚ・共用
部 1/2

工学部経理課長 2015年4月1日 8年 2023年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2014年度 施設・管理 契約
平成26年度 役務関係 2月分清掃作業報告書 講義室他・
定期清掃 2/2

工学部経理課長 2015年4月1日 8年 2023年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2014年度 施設・管理 契約
平成26年度 役務関係 3月分清掃作業報告書 ﾄｲﾚ・共用
部 1/2

工学部経理課長 2015年4月1日 8年 2023年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2014年度 施設・管理 契約
平成26年度 役務関係 3月分清掃作業報告書 講義室他・
定期清掃 2/2

工学部経理課長 2015年4月1日 8年 2023年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2014年度 施設・管理 施設
平成26年度 局所排気装置取扱関係 ドラフトチャンバー
定期自主検査関係

工学部経理課長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2014年度 施設・管理 管財
平成26年度 防火管理及び消防訓練関係 防災管理点検
結果報告書

工学部経理課長 2015年4月1日 5年 2020/3/31 紙
工学部経理課倉
庫

施設管理部施設管理課長 廃棄

2014年度 施設・管理 その他
平成26年度 学部内通知文書　決裁①      (工学部・工学
研究科)

工学部経理課長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2014年度 施設・管理 その他
平成26年度 学部内通知文書　決裁②      (工学部・工学
研究科)

工学部経理課長 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2015年度 施設・管理 施設
平成27年度 フロン排出抑制法関係    (工学部・工学研究
科)

工学部経理課長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2015年度 施設・管理 施設
平成27年度 工学部共通室利用関係 工学部共通室(使用
願･返却届）   (工学部・工学研究科)

工学部経理課長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙
工学部経理課倉
庫

施設管理部施設管理課長 廃棄

2015年度 施設・管理 契約
平成27年度 役務関係 入構許可申請書関係   (工学部・
工学研究科)

工学部経理課長 2016年4月1日 8年 2024年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2015年度 施設・管理 施設
平成27年度 省エネ推進関係 省エネルギー推進経費
(工学部・工学研究科)

工学部経理課長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2015年度 施設・管理 契約
平成27年度 役務関係 GHP点検・修理報告書   (工学部・
工学研究科)

工学部経理課長 2016年4月1日 8年 2024年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2015年度 施設・管理 契約
平成27年度 役務関係 高圧ガス施設「休日等点検表」
(工学部・工学研究科)

工学部経理課長 2016年4月1日 8年 2024年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2015年度 施設・管理 契約
平成27年度 役務関係（請負） 名古屋大学構内工学部
周辺屋外清掃作業見積合わせ   (工学部・工学研究科)

工学部経理課長 2016年4月1日 8年 2024年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2015年度 施設・管理 契約
平成27年度 役務関係 電気設備点検   (工学部・工学研
究科)

工学部経理課長 2016年4月1日 8年 2024年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2015年度 施設・管理 契約
平成27年度 役務関係 4月分清掃作業報告書 ﾄｲﾚ・共用
部 1/2 (工学部・工学研究科)

工学部経理課長 2016年4月1日 8年 2024年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2015年度 施設・管理 契約
平成27年度 役務関係 4月分清掃作業報告書 講義室他・
定期清掃 2/2 (工学部・工学研究科)

工学部経理課長 2016年4月1日 8年 2024年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2015年度 施設・管理 契約
平成27年度 役務関係 講義室チェック一覧表   (工学部・
工学研究科)

工学部経理課長 2016年4月1日 8年 2024年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2015年度 施設・管理 許可
平成27年度 電話回線設置変更等申請関係 電話関係書
類   (工学部・工学研究科)

工学部経理課長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2015年度 施設・管理 契約
平成27年度 役務関係 ゴミ袋申込書   (工学部・工学研究
科)

工学部経理課長 2016年4月1日 8年 2024年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2015年度 施設・管理 契約
平成27年度 役務関係 非感染性廃棄物月別回収依頼票
（A票） 4月～6月 1/4 (工学部・工学研究科)

工学部経理課長 2016年4月1日 8年 2024年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2015年度 施設・管理 支出
平成27年度 支出決定決議書 工事・役務・その他   (ｸﾞﾘｰ
ﾝﾓﾋﾞﾘﾃｨｰ連携研究センター)

工学部経理課長 2016年4月1日 8年 2024年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2015年度 施設・管理 支出
平成27年度 支出決定決議書 工事・役務・その他
(NCC)

工学部経理課長 2016年4月1日 8年 2024年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2015年度 施設・管理 支出
平成27年度 支出決定決議書 (補助金間接経費)   (工学
部・工学研究科)

工学部経理課長 2016年4月1日 8年 2024年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2015年度 施設・管理 支出
平成27年度 支出決定決議書 (受託研究間接経費)   (工
学部・工学研究科)

工学部経理課長 2016年4月1日 8年 2024年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2015年度 施設・管理 支出
平成27年度 支出決定決議書 工事 4月～6月分  (工学
部・工学研究科)

工学部経理課長 2016年4月1日 8年 2024年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2015年度 施設・管理 支出
平成27年度 支出決定決議書 工事 7月～9月分  (工学
部・工学研究科)

工学部経理課長 2016年4月1日 8年 2024年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2015年度 施設・管理 支出
平成27年度 支出決定決議書 (産業廃棄物)(感染性廃棄
物)   (工学部・工学研究科)

工学部経理課長 2016年4月1日 8年 2024年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2015年度 施設・管理 支出
平成27年度 支出決定決議書 役務　日常清掃・定期清
掃・屋外清掃   (工学部・工学研究科)

工学部経理課長 2016年4月1日 8年 2024年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄
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2015年度 施設・管理 支出
平成27年度 支出決定決議書 役務 4月～9月分  (工学
部・工学研究科)

工学部経理課長 2016年4月1日 8年 2024年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2015年度 施設・管理 支出
平成27年度 支出決定決議書 （有機廃液）（無機廃液）
（定着廃液）（廃プラ）   (工学部・工学研究科)

工学部経理課長 2016年4月1日 8年 2024年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2015年度 施設・管理 契約
平成27年度 役務関係 5月分清掃作業報告書 ﾄｲﾚ・共用
部 1/2 (工学部・工学研究科)

工学部経理課長 2016年4月1日 8年 2024年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2015年度 施設・管理 契約
平成27年度 役務関係 5月分清掃作業報告書 講義室他・
定期清掃 2/2 (工学部・工学研究科)

工学部経理課長 2016年4月1日 8年 2024年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2015年度 施設・管理 契約
平成27年度 役務関係 自動扉点検   (工学部・工学研究
科)

工学部経理課長 2016年4月1日 8年 2024年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2015年度 施設・管理 契約
平成27年度 役務関係 エレベータ定期検査報告書   (工
学部・工学研究科)

工学部経理課長 2016年4月1日 8年 2024年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2015年度 施設・管理 契約
平成27年度 役務関係 非感染性廃棄物月別回収依頼票
（A票） 7月～9月 2/4 (工学部・工学研究科)

工学部経理課長 2016年4月1日 8年 2024年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2015年度 施設・管理 契約
平成27年度 役務関係 6月分清掃作業報告書 ﾄｲﾚ・共用
部 1/2 (工学部・工学研究科)

工学部経理課長 2016年4月1日 8年 2024年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2015年度 施設・管理 契約
平成27年度 役務関係 6月分清掃作業報告書 講義室他・
定期清掃 2/2 (工学部・工学研究科)

工学部経理課長 2016年4月1日 8年 2024年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2015年度 施設・管理 報告
平成27年度 安全衛生管理関係 当初の安全・衛生教育
(工学部・工学研究科)

工学部経理課長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2015年度 施設・管理 契約
平成27年度 役務関係 7月分清掃作業報告書 ﾄｲﾚ・共用
部 1/2 (工学部・工学研究科)

工学部経理課長 2016年4月1日 8年 2024年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2015年度 施設・管理 契約
平成27年度 役務関係 7月分清掃作業報告書 講義室他・
定期清掃 2/2 (工学部・工学研究科)

工学部経理課長 2016年4月1日 8年 2024年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2015年度 施設・管理 契約
平成27年度 役務関係 モニター枡点検   (工学部・工学研
究科)

工学部経理課長 2016年4月1日 8年 2024年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2015年度 施設・管理 契約
平成27年度 役務関係 空調設備保全   (工学部・工学研
究科)

工学部経理課長 2016年4月1日 8年 2024年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2015年度 施設・管理 契約
平成27年度 役務関係 8月分清掃作業報告書 ﾄｲﾚ・共用
部 1/2 (工学部・工学研究科)

工学部経理課長 2016年4月1日 8年 2024年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2015年度 施設・管理 契約
平成27年度 役務関係 8月分清掃作業報告書 講義室他・
定期清掃 2/2 (工学部・工学研究科)

工学部経理課長 2016年4月1日 8年 2024年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2015年度 施設・管理 施設
平成27年度 局所排気装置取扱関係 ドラフトチャンバー
定期自主検査関係   (工学部・工学研究科)

工学部経理課長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2015年度 施設・管理 契約
平成27年度 役務関係 廃棄物関係   (工学部・工学研究
科)

工学部経理課長 2016年4月1日 8年 2024年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2015年度 施設・管理 宿舎
平成27年度 宿舎貸与申請関係 宿舎関係書類(写）   (工
学部・工学研究科)

工学部経理課長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2015年度 施設・管理 施設
平成27年度 放射線取扱施設関係 X線装置関係書類
(工学部・工学研究科)

工学部経理課長 2016年4月1日 永年 紙
工学部経理課倉
庫

施設管理部施設管理課長 移管

2015年度 施設・管理 契約
平成27年度 役務関係 高圧ガス検知警報点検   (工学
部・工学研究科)

工学部経理課長 2016年4月1日 8年 2024年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2015年度 施設・管理 施設
平成27年度 放射線取扱施設関係 放射線関係   (工学
部・工学研究科)

工学部経理課長 2016年4月1日 永年 紙
工学部経理課倉
庫

施設管理部施設管理課長 廃棄

2015年度 施設・管理 施設
平成27年度 核燃料物質取扱施設関係 計量管理報告書
(工学部・工学研究科)

工学部経理課長 2016年4月1日 永年 紙
工学部経理課倉
庫

施設管理部施設管理課長 移管

2015年度 施設・管理 施設
平成27年度 危険物取扱施設関係 危険物関係・危険物
許可(変更)申請   (工学部・工学研究科)

工学部経理課長 2016年4月1日 永年 紙
工学部経理課倉
庫

施設管理部施設管理課長 移管

2015年度 施設・管理 会議
平成27年度 安全･厚生委員会   1/2 (工学部・工学研究
科)

工学部経理課長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2015年度 施設・管理 会議
平成27年度 安全･厚生委員会   2/2 (工学部・工学研究
科)

工学部経理課長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2015年度 施設・管理 施設
平成27年度 高圧ガス製造施設取扱関係 高圧ガス製造
施設等変更許可申請書   (工学部・工学研究科)

工学部経理課長 2016年4月1日 永年 紙
工学部経理課倉
庫

施設管理部施設管理課長 移管

2015年度 施設・管理 施設
平成27年度 特定建築物関係 特定建築物環境衛生管理
業務   (工学部・工学研究科)

工学部経理課長 2016年4月1日 永年 紙
工学部経理課倉
庫

施設管理部施設管理課長 移管

2015年度 施設・管理 契約
平成27年度 役務関係 非感染性廃棄物月別回収依頼票
（A票） 10月～12月 3/4 (工学部・工学研究科)

工学部経理課長 2016年4月1日 8年 2024年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2015年度 施設・管理 契約
平成27年度 役務関係 9月分清掃作業報告書 ﾄｲﾚ・共用
部 1/2 (工学部・工学研究科)

工学部経理課長 2016年4月1日 8年 2024年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2015年度 施設・管理 契約
平成27年度 役務関係 9月分清掃作業報告書 講義室他・
定期清掃 2/2 (工学部・工学研究科)

工学部経理課長 2016年4月1日 8年 2024年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2015年度 施設・管理 支出
平成27年度 支出決定決議書 工事 10月～12月  (工学
部・工学研究科)

工学部経理課長 2016年4月1日 8年 2024年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄
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2015年度 施設・管理 支出
平成27年度 支出決定決議書 役務 10月～3月  (工学部・
工学研究科)

工学部経理課長 2016年4月1日 8年 2024年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2015年度 施設・管理 契約
平成27年度 役務関係 10月分清掃作業報告書 ﾄｲﾚ・共
用部 1/2 (工学部・工学研究科)

工学部経理課長 2016年4月1日 8年 2024年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2015年度 施設・管理 契約
平成27年度 役務関係 10月分清掃作業報告書 講義室
他・定期清掃 2/2 (工学部・工学研究科)

工学部経理課長 2016年4月1日 8年 2024年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2015年度 施設・管理 契約
平成27年度 役務関係 11月分清掃作業報告書 ﾄｲﾚ・共
用部 1/2 (工学部・工学研究科)

工学部経理課長 2016年4月1日 8年 2024年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2015年度 施設・管理 契約
平成27年度 役務関係 11月分清掃作業報告書 講義室
他・定期清掃 2/2 (工学部・工学研究科)

工学部経理課長 2016年4月1日 8年 2024年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2015年度 施設・管理 契約
平成27年度 役務関係 非感染性廃棄物月別回収依頼票
（A票） 1月～3月 4/4 (工学部・工学研究科)

工学部経理課長 2016年4月1日 8年 2024年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2015年度 施設・管理 契約
平成27年度 役務関係 12月分清掃作業報告書 ﾄｲﾚ・共
用部 1/2 (工学部・工学研究科)

工学部経理課長 2016年4月1日 8年 2024年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2015年度 施設・管理 契約
平成27年度 役務関係 12月分清掃作業報告書 講義室
他・定期清掃 2/2 (工学部・工学研究科)

工学部経理課長 2016年4月1日 8年 2024年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2015年度 施設・管理 支出
平成27年度 支出決定決議書 工事 1月～3月  (工学部・
工学研究科)

工学部経理課長 2016年4月1日 8年 2024年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2015年度 施設・管理 契約
平成27年度 役務関係 1月分清掃作業報告書 ﾄｲﾚ・共用
部 1/2 (工学部・工学研究科)

工学部経理課長 2016年4月1日 8年 2024年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2015年度 施設・管理 契約
平成27年度 役務関係 1月分清掃作業報告書 講義室他・
定期清掃 2/2 (工学部・工学研究科)

工学部経理課長 2016年4月1日 8年 2024年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2015年度 施設・管理 契約
平成27年度 役務関係 2月分清掃作業報告書 ﾄｲﾚ・共用
部 1/2 (工学部・工学研究科)

工学部経理課長 2016年4月1日 8年 2024年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2015年度 施設・管理 契約
平成27年度 役務関係 2月分清掃作業報告書 講義室他・
定期清掃 2/2 (工学部・工学研究科)

工学部経理課長 2016年4月1日 8年 2024年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2015年度 施設・管理 契約
平成27年度 役務関係 3月分清掃作業報告書 ﾄｲﾚ・共用
部 1/2 (工学部・工学研究科)

工学部経理課長 2016年4月1日 8年 2024年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2015年度 施設・管理 契約
平成27年度 役務関係 3月分清掃作業報告書 講義室他・
定期清掃 2/2 (工学部・工学研究科)

工学部経理課長 2016年4月1日 8年 2024年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2015年度 施設・管理 会議 平成27年度　施設・図書委員会　（工学部・工学研究科） 工学部経理課長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙
工学部経理課倉
庫

施設管理部施設管理課長 移管

2015年度 施設・管理 施設
平成27年度　借入関係　資産貸借関係　（工学部・工学研
究科）

工学部経理課長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2015年度 施設・管理 支出
平成27年度 支出決定決議書 工事・役務・その他   (シン
クロトロン光研究センター)

工学部経理課長 2016年4月1日 8年 2024年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2015年度 施設・管理 その他
平成27年度 学部内通知文書　決裁①      (工学部・工学
研究科)

工学部経理課長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2015年度 施設・管理 その他
平成27年度 学部内通知文書　決裁②      (工学部・工学
研究科)

工学部経理課長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2015年度 施設・管理 管財
平成27年度 防火管理及び消防訓練関係　消防用設備等
点検結果報告書（前期）

工学部経理課長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙
工学部経理課倉
庫

施設管理部施設管理課長 廃棄

2015年度 施設・管理 管財
平成27年度 防火管理及び消防訓練関係　消防用設備等
点検結果報告書（後期）

工学部経理課長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙
工学部経理課倉
庫

施設管理部施設管理課長 廃棄

2015年度 施設・管理 管財
平成27年度 防火管理及び消防訓練関係　防災管理点検
不良箇所図面

工学部経理課長 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙
工学部経理課倉
庫

施設管理部施設管理課長 廃棄

2016年度 施設・管理 契約
平成28年度 役務関係 4月分清掃作業報告書 ﾄｲﾚ・共用
部 1/2 (工学部・工学研究科)

工学部経理課長 2017年4月1日 8年 2025年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2016年度 施設・管理 契約
平成28年度 役務関係 4月分清掃作業報告書 講義室他・
定期清掃 2/2 (工学部・工学研究科)

工学部経理課長 2017年4月1日 8年 2025年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2016年度 施設・管理 契約
平成28年度 役務関係 5月分清掃作業報告書 ﾄｲﾚ・共用
部 1/2 (工学部・工学研究科)

工学部経理課長 2017年4月1日 8年 2025年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2016年度 施設・管理 契約
平成28年度 役務関係 5月分清掃作業報告書 講義室他・
定期清掃 2/2 (工学部・工学研究科)

工学部経理課長 2017年4月1日 8年 2025年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2016年度 施設・管理 契約
平成28年度 役務関係 6月分清掃作業報告書 ﾄｲﾚ・共用
部 1/2 (工学部・工学研究科)

工学部経理課長 2017年4月1日 8年 2025年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2016年度 施設・管理 契約
平成28年度 役務関係 6月分清掃作業報告書 講義室他・
定期清掃 2/2 (工学部・工学研究科)

工学部経理課長 2017年4月1日 8年 2025年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2016年度 施設・管理 契約
平成28年度 役務関係 7月分清掃作業報告書 ﾄｲﾚ・共用
部 1/2 (工学部・工学研究科)

工学部経理課長 2017年4月1日 8年 2025年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2016年度 施設・管理 契約
平成28年度 役務関係 7月分清掃作業報告書 講義室他・
定期清掃 2/2 (工学部・工学研究科)

工学部経理課長 2017年4月1日 8年 2025年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2016年度 施設・管理 契約
平成28年度 役務関係 8月分清掃作業報告書 ﾄｲﾚ・共用
部 1/2 (工学部・工学研究科)

工学部経理課長 2017年4月1日 8年 2025年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄
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2016年度 施設・管理 契約
平成28年度 役務関係 8月分清掃作業報告書 講義室他・
定期清掃 2/2 (工学部・工学研究科)

工学部経理課長 2017年4月1日 8年 2025年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2016年度 施設・管理 報告
平成28年度 安全衛生管理関係 当初の安全･衛生教育
(工学部・工学研究科)

工学部経理課長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2016年度 施設・管理 会議
平成28年度 安全･厚生委員会   1/2 (工学部・工学研究
科)

工学部経理課長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2016年度 施設・管理 会議
平成28年度 安全･厚生委員会   2/2 (工学部・工学研究
科)

工学部経理課長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 移管

2016年度 施設・管理 施設
平成28年度 局所排気装置取扱関係 ドラフトチャンバー
定期自主検査関係   (工学部・工学研究科)

工学部経理課長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2016年度 施設・管理 施設
平成28年度　労働基準監督署関係　ボイラー設置届
（VBL）

工学部経理課長 2017年4月1日 永年 － 紙
工学部経理課倉
庫

施設管理部施設管理課長 移管

2016年度 施設・管理 契約 平成28年度 役務関係 入構許可申請書関係 工学部経理課長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2016年度 施設・管理 契約 平成28年度 役務関係 ゴミ袋申込書 工学部経理課長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2016年度 施設・管理 契約 平成28年度 役務関係 エレベータ定期検査報告書 工学部経理課長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2016年度 施設・管理 契約
平成28年度 役務関係 非感染性廃棄物月別回収依頼票
（A票） 4月～6月分 1/4

工学部経理課長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2016年度 施設・管理 契約 平成28年度 役務関係 電気設備点検 工学部経理課長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2016年度 施設・管理 契約 平成28年度 役務関係 GHP点検・修理報告書 工学部経理課長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2016年度 施設・管理 契約 平成28年度 役務関係 清掃契約作成資料 工学部経理課長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2016年度 施設・管理 契約
平成28年度 役務関係（請負） 名古屋大学構内工学部
周辺屋外清掃作業見積もり合わせ

工学部経理課長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2016年度 施設・管理 許可
平成28年度 電話回線設置変更等申請関係 電話関係書
類

工学部経理課長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2016年度 施設・管理 契約 平成28年度 役務関係 自動扉点検 工学部経理課長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2016年度 施設・管理 契約 平成28年度 役務関係 高圧ガス施設「休日等点検表」 工学部経理課長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2016年度 施設・管理 施設 平成28年度 エネルギー使用調査関係 工学部経理課長 2017年4月1日 3年 2020年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2016年度 施設・管理 契約
平成28年度 役務関係 4月分清掃作業報告書 トイレ・共
用部 1/2

工学部経理課長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2016年度 施設・管理 契約
平成28年度 役務関係 4月分清掃作業報告書 講義室他・
定期清掃 2/2

工学部経理課長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2016年度 施設・管理 契約 平成28年度 役務関係 講義室チェック一覧表 工学部経理課長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2016年度 施設・管理 支出 平成28年度 支出決定決議書 工事 4月～6月分 工学部経理課長 2017年4月1日 8年 2025年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2016年度 施設・管理 支出
平成28年度 支出決定決議書 (産業廃棄物)(感染性廃棄
物)

工学部経理課長 2017年4月1日 8年 2025年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2016年度 施設・管理 支出
平成28年度 支出決定決議書 役務　日常清掃・定期清
掃・屋外清掃

工学部経理課長 2017年4月1日 8年 2025年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2016年度 施設・管理 支出
平成28年度 支出決定決議書 （有機廃液）（無機廃液）
（定着廃液）（廃プラ）（その他）

工学部経理課長 2017年4月1日 8年 2025年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2016年度 施設・管理 支出 平成28年度 支出決定決議書 (受託研究間接経費) 工学部経理課長 2017年4月1日 8年 2025年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2016年度 施設・管理 支出 平成28年度 支出決定決議書 工事・役務・その他  (NCC) 工学部経理課長 2017年4月1日 8年 2025年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2016年度 施設・管理 契約
平成28年度 役務関係 5月分清掃作業報告書 トイレ・共
用部 1/2

工学部経理課長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2016年度 施設・管理 契約
平成28年度 役務関係 5月分清掃作業報告書 講義室他・
定期清掃 2/2

工学部経理課長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2016年度 施設・管理 支出 平成28年度 支出決定決議書 役務 4月～9月分 工学部経理課長 2017年4月1日 8年 2025年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2016年度 施設・管理 支出
平成28年度 支出決定決議書 (補助金間接・共同研究間
接）

工学部経理課長 2017年4月1日 8年 2025年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2016年度 施設・管理 契約
平成28年度 役務関係 6月分清掃作業報告書 トイレ・共
用部 1/2

工学部経理課長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 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

備考

2016年度 施設・管理 契約
平成28年度 役務関係 6月分清掃作業報告書 講義室他・
定期清掃 2/2

工学部経理課長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2016年度 施設・管理 契約
平成28年度 役務関係 非感染性廃棄物月別回収依頼票
（A票） 7月～9月分 2/4

工学部経理課長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2016年度 施設・管理 契約
平成28年度 役務関係 7月分清掃作業報告書 トイレ・共
用部 1/2

工学部経理課長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2016年度 施設・管理 契約
平成28年度 役務関係 7月分清掃作業報告書 講義室他・
定期清掃 2/2

工学部経理課長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2016年度 施設・管理 支出
平成28年度 支出決定決議書 工事・役務・その他    (シン
クロトロン）

工学部経理課長 2017年4月1日 8年 2025年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2016年度 施設・管理 施設
平成28年度 特定建築物関係 特定建築物環境衛生管理
業務

工学部経理課長 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2016年度 施設・管理 宿舎 平成28年度 宿舎貸与申請関係 宿舎関係書類(写） 工学部経理課長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2016年度 施設・管理 報告 平成28年度 災害報告関係 事故・災害報告 工学部経理課長 2017年4月1日 3年 2020年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2016年度 施設・管理 支出 平成28年度 支出決定決議書 工事 7月～9月分 工学部経理課長 2017年4月1日 8年 2025年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2016年度 施設・管理 契約 平成28年度 役務関係 モニター枡点検 工学部経理課長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2016年度 施設・管理 契約 平成28年度 役務関係 高圧ガス検知警報点検 工学部経理課長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙
工学部経理課倉
庫

施設管理部施設管理課長 廃棄

2016年度 施設・管理 施設 平成28年度 借入関係 資産賃貸借関係 工学部経理課長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2016年度 施設・管理 契約
平成28年度 役務関係 8月分清掃作業報告書 トイレ・共
用部 1/2

工学部経理課長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2016年度 施設・管理 契約
平成28年度 役務関係 8月分清掃作業報告書 講義室他・
定期清掃 2/2

工学部経理課長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2016年度 施設・管理 契約
平成28年度 役務関係 非感染性廃棄物月別回収依頼票
（A票） 10月～12月分 3/4

工学部経理課長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2016年度 施設・管理 契約
平成28年度 役務関係 9月分清掃作業報告書 トイレ・共
用部 1/2

工学部経理課長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2016年度 施設・管理 契約
平成28年度 役務関係 9月分清掃作業報告書 講義室他・
定期清掃 2/2

工学部経理課長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2016年度 施設・管理 支出 平成28年度 支出決定決議書 役務 10月～3月分 工学部経理課長 2017年4月1日 8年 2025年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2016年度 施設・管理 支出 平成28年度 支出決定決議書 工事 10月～12月分 工学部経理課長 2017年4月1日 8年 2025年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2016年度 施設・管理 契約
平成28年度 役務関係 10月分清掃作業報告書 トイレ・共
用部 1/2

工学部経理課長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2016年度 施設・管理 契約
平成28年度 役務関係 10月分清掃作業報告書 講義室
他・定期清掃 2/2

工学部経理課長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2016年度 施設・管理 契約
平成28年度 役務関係 11月分清掃作業報告書 トイレ・共
用部 1/2

工学部経理課長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2016年度 施設・管理 契約
平成28年度 役務関係 11月分清掃作業報告書 講義室
他・定期清掃 2/2

工学部経理課長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2016年度 施設・管理 契約
平成28年度 役務関係 12月分清掃作業報告書 トイレ・共
用部 1/2

工学部経理課長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2016年度 施設・管理 契約
平成28年度 役務関係 12月分清掃作業報告書 講義室
他・定期清掃 2/2

工学部経理課長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2016年度 施設・管理 支出 平成28年度 支出決定決議書 工事 1月～3月分 工学部経理課長 2017年4月1日 8年 2025年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2016年度 施設・管理 契約
平成28年度 役務関係 非感染性廃棄物月別回収依頼票
（A票） 1月～3月分 4/4

工学部経理課長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2016年度 施設・管理 施設 平成28年度 放射線取扱施設関係 X線装置関係書類 工学部経理課長 2017年4月1日 永年 2047年3月31日 紙
工学部経理課倉
庫

施設管理部施設管理課長 廃棄

2016年度 施設・管理 施設 平成28年度 放射線取扱施設関係 放射線関係 工学部経理課長 2017年4月1日 永年 2047年3月31日 紙
工学部経理課倉
庫

施設管理部施設管理課長 廃棄

2016年度 施設・管理 施設 平成28年度 核燃料物質取扱施設関係 計量管理報告書 工学部経理課長 2017年4月1日 永年 紙
工学部経理課倉
庫

施設管理部施設管理課長 廃棄

2016年度 施設・管理 契約
平成28年度 役務関係 1月分清掃作業報告書 トイレ・共
用部 1/2

工学部経理課長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2016年度 施設・管理 契約
平成28年度 役務関係 1月分清掃作業報告書 講義室他・
定期清掃 2/2

工学部経理課長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄
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2016年度 施設・管理 契約
平成28年度 役務関係 2月分清掃作業報告書 トイレ・共
用部 1/2

工学部経理課長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2016年度 施設・管理 契約
平成28年度 役務関係 2月分清掃作業報告書 講義室他・
定期清掃 2/2

工学部経理課長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2016年度 施設・管理 契約
平成28年度 役務関係 3月分清掃作業報告書 トイレ・共
用部 1/2

工学部経理課長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2016年度 施設・管理 契約
平成28年度 役務関係 3月分清掃作業報告書 講義室他・
定期清掃 2/2

工学部経理課長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2016年度 施設・管理 管財
平成28年度 防火管理及び消防訓練関係　消防用設備等
点検結果報告書（前期）

工学部経理課長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙
工学部経理課倉
庫

施設管理部施設管理課長 廃棄

2016年度 施設・管理 管財
平成28年度 防火管理及び消防訓練関係　消防用設備等
点検結果報告書（後期）

工学部経理課長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙
工学部経理課倉
庫

施設管理部施設管理課長 廃棄

2016年度 施設・管理 管財
平成28年度 防火管理及び消防訓練関係　防災管理点検
不良箇所図面

工学部経理課長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙
工学部経理課倉
庫

施設管理部施設管理課長 廃棄

2017年度 施設・管理 契約 平成29年度　役務関係 清掃契約作成資料 工学部経理課長 2018年4月1日 8年 2026年3月31日 紙
工学部経理課倉
庫

施設管理部施設管理課長 廃棄

2017年度 施設・管理 契約 平成29年度　役務関係 入構許可申請書関係 工学部経理課長 2018年4月1日 8年 2026年3月31日 紙
工学部経理課倉
庫

施設管理部施設管理課長 廃棄

2017年度 施設・管理 契約 平成29年度　役務関係 ゴミ袋申込書 工学部経理課長 2018年4月1日 8年 2026年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2017年度 施設・管理 契約
平成29年度　役務関係 非感染性廃棄物月別回収依頼票
（A票） 4月～6月分 1/4

工学部経理課長 2018年4月1日 8年 2026年3月31日 紙
工学部経理課倉
庫

施設管理部施設管理課長 廃棄

2017年度 施設・管理 契約 平成29年度　役務関係 電気設備点検 工学部経理課長 2018年4月1日 8年 2026年3月31日 紙
工学部経理課倉
庫

施設管理部施設管理課長 廃棄

2017年度 施設・管理 契約 平成29年度　役務関係 GHP点検・修理報告書 工学部経理課長 2018年4月1日 8年 2026年3月31日 紙
工学部経理課倉
庫

施設管理部施設管理課長 廃棄

2017年度 施設・管理 契約 平成29年度　役務関係 エレベータ定期検査報告書 工学部経理課長 2018年4月1日 8年 2026年3月31日 紙
工学部経理課倉
庫

施設管理部施設管理課長 廃棄

2017年度 施設・管理 支出 平成29年度　支出決定決議書 工事 4月～6月分 1/2 工学部経理課長 2018年4月1日 8年 2026年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2017年度 施設・管理 支出 平成29年度　支出決定決議書 工事 4月～6月分 2/2 工学部経理課長 2018年4月1日 8年 2026年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2017年度 施設・管理 支出
平成29年度　支出決定決議書 (産業廃棄物)(感染性廃棄
物)

工学部経理課長 2018年4月1日 8年 2026年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2017年度 施設・管理 支出
平成29年度　支出決定決議書 役務　日常清掃・定期清
掃・屋外清掃

工学部経理課長 2018年4月1日 8年 2026年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2017年度 施設・管理 支出
平成29年度　支出決定決議書 （有機廃液）（無機廃液）
（定着廃液）（廃プラ）（その他）

工学部経理課長 2018年4月1日 8年 2026年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2017年度 施設・管理 支出 平成29年度　支出決定決議書 (受託研究間接経費) 工学部経理課長 2018年4月1日 8年 2026年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2017年度 施設・管理 支出 平成29年度　支出決定決議書 工事・役務・その他(NCC) 工学部経理課長 2018年4月1日 8年 2026年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2017年度 施設・管理 支出 平成29年度　支出決定決議書 役務 4月～9月分 工学部経理課長 2018年4月1日 8年 2026年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2017年度 施設・管理 支出
平成29年度　支出決定決議書 (補助金間接・共同研究間
接)

工学部経理課長 2018年4月1日 8年 2026年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2017年度 施設・管理 契約 平成29年度　役務関係 自動扉点検 工学部経理課長 2018年4月1日 8年 2026年3月31日 紙
工学部経理課倉
庫

施設管理部施設管理課長 廃棄

2017年度 施設・管理 契約 平成29年度　役務関係 講義室チェック一覧表 工学部経理課長 2018年4月1日 8年 2026年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2017年度 施設・管理 施設
平成29年度　特定建築物関係 特定建築物環境衛生管理
業務

工学部経理課長 2018年4月1日 永年 － 紙
工学部経理課倉
庫

施設管理部施設管理課長 －

2017年度 施設・管理 許可
平成29年度　電話回線設置変更等申請関係 電話関係書
類

工学部経理課長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙
工学部経理課倉
庫

施設管理部施設管理課長 廃棄

2017年度 施設・管理 契約 平成29年度　役務関係 高圧ガス施設「休日等点検表」 工学部経理課長 2018年4月1日 8年 2026年3月31日 紙
工学部経理課倉
庫

施設管理部施設管理課長 廃棄

2017年度 施設・管理 契約 平成29年度　役務関係 モニター枡点検 工学部経理課長 2018年4月1日 8年 2026年3月31日 紙
工学部経理課倉
庫

施設管理部施設管理課長 廃棄

2017年度 施設・管理 契約 平成29年度　役務関係 高圧ガス検知警報点検 工学部経理課長 2018年4月1日 8年 2026年3月31日 紙
工学部経理課倉
庫

施設管理部施設管理課長 廃棄

2017年度 施設・管理 会議 平成29年度　施設・図書委員会 工学部経理課長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙
工学部経理課倉
庫

施設管理部施設管理課長 移管

2017年度 施設・管理 契約
平成29年度　役務関係（請負） 名古屋大学構内工学部
周辺屋外清掃作業見積もり合わせ

工学部経理課長 2018年4月1日 8年 2026年3月31日 紙
工学部経理課倉
庫

施設管理部施設管理課長 廃棄
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2017年度 施設・管理 契約
平成29年度　役務関係 4月分清掃作業報告書 トイレ・共
用部 1/2

工学部経理課長 2018年4月1日 8年 2026年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2017年度 施設・管理 契約
平成29年度　役務関係 4月分清掃作業報告書 講義室
他・定期清掃 2/2

工学部経理課長 2018年4月1日 8年 2026年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2017年度 施設・管理 報告 平成29年度　安全衛生管理関係 当初の安全・衛生教育 工学部経理課長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙
工学部経理課倉
庫

施設管理部施設管理課長 廃棄

2017年度 施設・管理 契約
平成29年度　役務関係 5月分清掃作業報告書 トイレ・共
用部 1/2

工学部経理課長 2018年4月1日 8年 2026年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2017年度 施設・管理 契約
平成29年度　役務関係 5月分清掃作業報告書 講義室
他・定期清掃 2/2

工学部経理課長 2018年4月1日 8年 2026年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2017年度 施設・管理 契約
平成29年度　役務関係 非感染性廃棄物月別回収依頼票
（A票）7月～9月分 2/4

工学部経理課長 2018年4月1日 8年 2026年3月31日 紙
工学部経理課倉
庫

施設管理部施設管理課長 廃棄

2017年度 施設・管理 契約
平成29年度　役務関係 6月分清掃作業報告書 トイレ・共
用部 1/2

工学部経理課長 2018年4月1日 8年 2026年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2017年度 施設・管理 契約
平成29年度　役務関係 6月分清掃作業報告書 講義室
他・定期清掃 2/2

工学部経理課長 2018年4月1日 8年 2026年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2017年度 施設・管理 報告 平成29年度　災害報告関係 事故・災害報告 工学部経理課長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙
工学部経理課倉
庫

施設管理部施設管理課長 廃棄

2017年度 施設・管理 支出 平成29年度　支出決定決議書 工事 7月～9月分 1/2 工学部経理課長 2018年4月1日 8年 2026年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2017年度 施設・管理 支出 平成29年度　支出決定決議書 工事 7月～9月分 2/2 工学部経理課長 2018年4月1日 8年 2026年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2017年度 施設・管理 施設 平成29年度　放射線取扱施設関係 放射線関係 工学部経理課長 2018年4月1日 永年 － 紙
工学部経理課倉
庫

施設管理部施設管理課長 －

2017年度 施設・管理 施設 平成29年度　核燃料物質取扱施設関係 計量管理報告書 工学部経理課長 2018年4月1日 永年 － 紙
工学部経理課倉
庫

施設管理部施設管理課長 －

2017年度 施設・管理 契約
平成29年度　役務関係 7月分清掃作業報告書 トイレ・共
用部 1/2

工学部経理課長 2018年4月1日 8年 2026年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2017年度 施設・管理 契約
平成29年度　役務関係 7月分清掃作業報告書 講義室
他・定期清掃 2/2

工学部経理課長 2018年4月1日 8年 2026年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2017年度 施設・管理 宿舎 平成29年度　宿舎貸与申請関係 宿舎関係書類(写） 工学部経理課長 2018年4月1日 8年 2026年3月31日 紙
工学部経理課倉
庫

施設管理部施設管理課長 廃棄

2017年度 施設・管理 許可
平成29年度　長期使用許可（申請）関係 自動販売機設置
関係

工学部経理課長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙
工学部経理課倉
庫

施設管理部施設管理課長 廃棄

2017年度 施設・管理 施設
平成29年度　局所排気装置取扱関係 ドラフトチャンバー
定期自主検査関係

工学部経理課長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙
工学部経理課倉
庫

施設管理部施設管理課長 廃棄

2017年度 施設・管理 契約
平成29年度　役務関係 8月分清掃作業報告書 トイレ・共
用部 1/2

工学部経理課長 2018年4月1日 8年 2026年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2017年度 施設・管理 契約
平成29年度　役務関係 8月分清掃作業報告書 講義室
他・定期清掃 2/2

工学部経理課長 2018年4月1日 8年 2026年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2017年度 施設・管理 契約
平成29年度　役務関係 非感染性廃棄物月別回収依頼票
（A票）10月～12月分 3/4

工学部経理課長 2018年4月1日 8年 2026年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2017年度 施設・管理 支出
平成29年度　支出決定決議書 工事・役務・その他(シンク
ロトロン)

工学部経理課長 2018年4月1日 8年 2026年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2017年度 施設・管理 契約
平成29年度　役務関係 9月分清掃作業報告書 トイレ・共
用部 1/2

工学部経理課長 2018年4月1日 8年 2026年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2017年度 施設・管理 契約
平成29年度　役務関係 9月分清掃作業報告書 講義室
他・定期清掃 2/2

工学部経理課長 2018年4月1日 8年 2026年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2017年度 施設・管理 支出 平成29年度　支出決定決議書 工事 10月～12月分　1/2 工学部経理課長 2018年4月1日 8年 2026年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2017年度 施設・管理 支出 平成29年度　支出決定決議書 工事 10月～12月分　2/2 工学部経理課長 2018年4月1日 8年 2026年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2017年度 施設・管理 支出 平成29年度　支出決定決議書 役務 10月～3月分 工学部経理課長 2018年4月1日 8年 2026年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2017年度 施設・管理 契約
平成29年度　役務関係 10月分清掃作業報告書 トイレ・
共用部 1/2

工学部経理課長 2018年4月1日 8年 2026年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2017年度 施設・管理 契約
平成29年度　役務関係 10月分清掃作業報告書 講義室
他・定期清掃 2/2

工学部経理課長 2018年4月1日 8年 2026年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2017年度 施設・管理 契約
平成29年度　役務関係 11月分清掃作業報告書 トイレ・
共用部 1/2

工学部経理課長 2018年4月1日 8年 2026年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2017年度 施設・管理 契約
平成29年度　役務関係 11月分清掃作業報告書 講義室
他・定期清掃 2/2

工学部経理課長 2018年4月1日 8年 2026年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2017年度 施設・管理 契約
平成29年度　役務関係 非感染性廃棄物月別回収依頼票
（A票） 1月～3月分 4/4

工学部経理課長 2018年4月1日 8年 2026年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄
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2017年度 施設・管理 会議 平成29年度　安全･厚生委員会 1/2 工学部経理課長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙
工学部経理課倉
庫

施設管理部施設管理課長 移管

2017年度 施設・管理 会議 平成29年度　安全･厚生委員会 2/2 工学部経理課長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙
工学部経理課倉
庫

施設管理部施設管理課長 移管

2017年度 施設・管理 施設 平成29年度　放射線取扱施設関係 X線装置関係書類 工学部経理課長 2018年4月1日 永年 － 紙
工学部経理課倉
庫

施設管理部施設管理課長 －

2017年度 施設・管理 契約
平成29年度　役務関係 12月分清掃作業報告書 トイレ・
共用部 1/2

工学部経理課長 2018年4月1日 8年 2026年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2017年度 施設・管理 契約
平成29年度　役務関係 12月分清掃作業報告書 講義室
他・定期清掃 2/2

工学部経理課長 2018年4月1日 8年 2026年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2017年度 施設・管理 契約
平成29年度　役務関係 1月分清掃作業報告書 トイレ・共
用部 1/2

工学部経理課長 2018年4月1日 8年 2026年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2017年度 施設・管理 契約
平成29年度　役務関係 1月分清掃作業報告書 講義室
他・定期清掃 2/2

工学部経理課長 2018年4月1日 8年 2026年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2017年度 施設・管理 支出 平成29年度　支出決定決議書 工事 1月～3月分　1/2 工学部経理課長 2018年4月1日 8年 2026年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2017年度 施設・管理 支出 平成29年度　支出決定決議書 工事 1月～3月分　2/2 工学部経理課長 2018年4月1日 8年 2026年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2017年度 施設・管理 契約
平成29年度　役務関係 2月分清掃作業報告書 トイレ・共
用部 1/2

工学部経理課長 2018年4月1日 8年 2026年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2017年度 施設・管理 契約
平成29年度　役務関係 2月分清掃作業報告書 講義室
他・定期清掃 2/2

工学部経理課長 2018年4月1日 8年 2026年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2017年度 施設・管理 契約
平成29年度　役務関係 3月分清掃作業報告書 トイレ・共
用部 1/2

工学部経理課長 2018年4月1日 8年 2026年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2017年度 施設・管理 契約
平成29年度　役務関係 3月分清掃作業報告書 講義室
他・定期清掃 2/2

工学部経理課長 2018年4月1日 8年 2026年3月31日 紙 工学部IB館倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2017年度 施設・管理 施設
平成29年度　高圧ガス製造施設取扱関係 高圧ガス製造
施設等変更許可申請書

工学部経理課長 2018年4月1日 永年 － 紙
工学部経理課倉
庫

施設管理部施設管理課長 －

2017年度 施設・管理 施設 平成29年度　全学・工学部共通室　（使用願・返却届） 工学部経理課長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙
工学部経理課倉
庫

施設管理部施設管理課長 廃棄

2017年度 施設・管理 管財
平成29年度 防火管理及び消防訓練関係　消防用設備等
点検結果報告書（前期）

工学部経理課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙
工学部経理課倉
庫

施設管理部施設管理課長 廃棄

2017年度 施設・管理 管財
平成29年度 防火管理及び消防訓練関係　消防用設備等
点検結果報告書（後期）

工学部経理課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙
工学部経理課倉
庫

施設管理部施設管理課長 廃棄

2017年度 施設・管理 管財
平成29年度 防火管理及び消防訓練関係　防災管理点検
不良箇所図面

工学部経理課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙
工学部経理課倉
庫

施設管理部施設管理課長 廃棄

2018年度 施設・管理 契約 平成30年度　役務関係　清掃契約作成資料 工学部経理課長 2019/4/1 8年 2027/3/31 紙
工学部経理課倉
庫

施設管理部施設管理課長 廃棄

2018年度 施設・管理 契約 平成30年度　役務関係　入構許可申請書関係 工学部経理課長 2019/4/1 8年 2027/3/31 紙
工学部経理課倉
庫

施設管理部施設管理課長 廃棄

2018年度 施設・管理 契約 平成30年度　役務関係　ゴミ袋申込書 工学部経理課長 2019/4/1 8年 2027/3/31 紙
工学部経理課倉
庫

施設管理部施設管理課長 廃棄

2018年度 施設・管理 契約 平成30年度　役務関係　講義室チェック一覧表 工学部経理課長 2019/4/1 8年 2027/3/31 紙
工学部経理課倉
庫

施設管理部施設管理課長 廃棄

2018年度 施設・管理 契約
平成30年度　役務関係　非感染性廃棄物月別回収依頼
票　4月～9月　1/2

工学部経理課長 2019/4/1 8年 2027/3/31 紙
工学部経理課倉
庫

施設管理部施設管理課長 廃棄

2018年度 施設・管理 契約 平成30年度　役務関係　エレベーター定期検査報告書 工学部経理課長 2019/4/1 8年 2027/3/31 紙
工学部経理課倉
庫

施設管理部施設管理課長 廃棄

2018年度 施設・管理 契約 平成30年度　役務関係　電気設備点険 工学部経理課長 2019/4/1 8年 2027/3/31 紙
工学部経理課倉
庫

施設管理部施設管理課長 廃棄

2018年度 施設・管理 契約 平成30年度　役務関係　GHP点険・修理報告書 工学部経理課長 2019/4/1 8年 2027/3/31 紙
工学部経理課倉
庫

施設管理部施設管理課長 廃棄

2018年度 施設・管理 契約 平成30年度　役務関係　高圧ガス施設「休日等点険表」 工学部経理課長 2019/4/1 8年 2027/3/31 紙
工学部経理課倉
庫

施設管理部施設管理課長 廃棄

2018年度 施設・管理 報告 平成30年度　災害報告関係　事故・災害報告 工学部経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙
工学部経理課倉
庫

施設管理部施設管理課長 廃棄

2018年度 施設・管理 許可
平成30年度　電話関係書類　電話回線設置変更等申請
関係

工学部経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙
工学部経理課倉
庫

施設管理部施設管理課長 廃棄

2018年度 施設・管理 契約
平成30年度　役務関係（請負）　名古屋大学構内工学部
周辺屋外清掃作業見積合わせ

工学部経理課長 2019/4/1 8年 2027/3/31 紙
工学部経理課倉
庫

施設管理部施設管理課長 廃棄

2018年度 施設・管理 施設
平成30年度　特定建築物関係　特定建築物環境衛生管
理業務

工学部経理課長 2019/4/1 永年 紙
工学部経理課倉
庫

施設管理部施設管理課長 －

2018年度 施設・管理 契約
平成30年度　役務関係　4月分清掃作業報告書　講義室
他・定期清掃　2/2

工学部経理課長 2019/4/1 8年 2027/3/31 紙
工学部経理課倉
庫

施設管理部施設管理課長 廃棄
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2018年度 施設・管理 契約
平成30年度　役務関係　4月分清掃作業報告書　トイレ・
共用部　1/2

工学部経理課長 2019/4/1 8年 2027/3/31 紙
工学部経理課倉
庫

施設管理部施設管理課長 廃棄

2018年度 施設・管理 支出
平成30年度　支出決定決議書　(補助金間接・共同研究
間接)

工学部経理課長 2019/4/1 8年 2027/3/31 紙
工学部経理課倉
庫

施設管理部施設管理課長 廃棄

2018年度 施設・管理 支出
平成30年度　支出決定決議書　(産業廃棄物)(感染性廃
棄物)

工学部経理課長 2019/4/1 8年 2027/3/31 紙
工学部経理課倉
庫

施設管理部施設管理課長 廃棄

2018年度 施設・管理 支出
平成30年度　支出決定決議書　(有機廃液)(無機廃液)(定
着廃液)(廃プラ)(その他)

工学部経理課長 2019/4/1 8年 2027/3/31 紙
工学部経理課倉
庫

施設管理部施設管理課長 廃棄

2018年度 施設・管理 支出 平成30年度　支出決定決議書　(受託研究間接経費) 1/2 工学部経理課長 2019/4/1 8年 2027/3/31 紙
工学部経理課倉
庫

施設管理部施設管理課長 廃棄

2018年度 施設・管理 支出 平成30年度　支出決定決議書　役務　4月～9月分 工学部経理課長 2019/4/1 8年 2027/3/31 紙
工学部経理課倉
庫

施設管理部施設管理課長 廃棄

2018年度 施設・管理 支出 平成30年度　支出決定決議書　役務　10月～3月分 工学部経理課長 2019/4/1 8年 2027/3/31 紙
工学部経理課倉
庫

施設管理部施設管理課長 廃棄

2018年度 施設・管理 支出 平成30年度　支出決定決議書　工事　1月～3月分  1/2 工学部経理課長 2019/4/1 8年 2027/3/31 紙
工学部経理課倉
庫

施設管理部施設管理課長 廃棄

2018年度 施設・管理 支出 平成30年度　支出決定決議書　工事　10月～12月  1/2 工学部経理課長 2019/4/1 8年 2027/3/31 紙
工学部経理課倉
庫

施設管理部施設管理課長 廃棄

2018年度 施設・管理 支出 平成30年度　支出決定決議書　工事　4月～6月分 工学部経理課長 2019/4/1 8年 2027/3/31 紙
工学部経理課倉
庫

施設管理部施設管理課長 廃棄

2018年度 施設・管理 支出 平成30年度　支出決定決議書　工事　7月～9月分　1/2 工学部経理課長 2019/4/1 8年 2027/3/31 紙
工学部経理課倉
庫

施設管理部施設管理課長 廃棄

2018年度 施設・管理 支出
平成30年度　支出決定決議書　役務 日常清掃 定期清掃
屋外清掃

工学部経理課長 2019/4/1 8年 2027/3/31 紙
工学部経理課倉
庫

施設管理部施設管理課長 廃棄

2018年度 施設・管理 支出 平成30年度　支出決定決議書　工事・役務・その他　NCC 工学部経理課長 2019/4/1 8年 2027/3/31 紙
工学部経理課倉
庫

施設管理部施設管理課長 廃棄

2018年度 施設・管理 支出
平成30年度　支出決定決議書　工事・役務・その他　シン
クロトロン光研究センター

工学部経理課長 2019/4/1 8年 2027/3/31 紙
工学部経理課倉
庫

施設管理部施設管理課長 廃棄

2018年度 施設・管理 会議 平成30年度　安全･厚生委員会 工学部経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙
工学部経理課倉
庫

施設管理部施設管理課長 移管

2018年度 施設・管理 契約
平成30年度　役務関係　5月分清掃作業報告書　講義室
他・定期清掃　2/2

工学部経理課長 2019/4/1 8年 2027/3/31 紙
工学部経理課倉
庫

施設管理部施設管理課長 廃棄

2018年度 施設・管理 契約
平成30年度　役務関係　5月分清掃作業報告書　トイレ・
共用部　1/2

工学部経理課長 2019/4/1 8年 2027/3/31 紙
工学部経理課倉
庫

施設管理部施設管理課長 廃棄

2018年度 施設・管理 施設 平成30年度　放射線取扱施設関係　X線装置関係書類 工学部経理課長 2019/4/1 永年 紙
工学部経理課倉
庫

施設管理部施設管理課長 －

2018年度 施設・管理 契約 平成30年度　役務関係　モニター枡点険 工学部経理課長 2019/4/1 8年 2027/3/31 紙
工学部経理課倉
庫

施設管理部施設管理課長 廃棄

2018年度 施設・管理 施設 平成30年度　放射線取扱施設関係　放射線関係 工学部経理課長 2019/4/1 永年 紙
工学部経理課倉
庫

施設管理部施設管理課長 －

2018年度 施設・管理 契約
平成30年度　役務関係　6月分清掃作業報告書　講義室
他・定期清掃　2/2

工学部経理課長 2019/4/1 8年 2027/3/31 紙
工学部経理課倉
庫

施設管理部施設管理課長 廃棄

2018年度 施設・管理 契約
平成30年度　役務関係　6月分清掃作業報告書　トイレ・
共用部　1/2

工学部経理課長 2019/4/1 8年 2027/3/31 紙
工学部経理課倉
庫

施設管理部施設管理課長 廃棄

2018年度 施設・管理 施設
平成30年度　局所排気装置取扱関係　ドラフトチャンバー
定期自主検査関係

工学部経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙
工学部経理課倉
庫

施設管理部施設管理課長 廃棄

2018年度 施設・管理 契約 平成30年度　役務関係　高圧ガス検知警報点険 工学部経理課長 2019/4/1 8年 2027/3/31 紙
工学部経理課倉
庫

施設管理部施設管理課長 廃棄

2018年度 施設・管理 契約
平成30年度　役務関係　7月分清掃作業報告書　講義室
他・定期清掃　2/2

工学部経理課長 2019/4/1 8年 2027/3/31 紙
工学部経理課倉
庫

施設管理部施設管理課長 廃棄

2018年度 施設・管理 契約
平成30年度　役務関係　7月分清掃作業報告書　トイレ・
共用部　1/2

工学部経理課長 2019/4/1 8年 2027/3/31 紙
工学部経理課倉
庫

施設管理部施設管理課長 廃棄

2018年度 施設・管理 施設
平成30年度　核燃料物質取扱施設関係　計量管理報告
書

工学部経理課長 2019/4/1 永年 紙
工学部経理課倉
庫

施設管理部施設管理課長 －

2018年度 施設・管理 宿舎 平成30年度　宿舎貸与申請関係　宿舎関係書類（写） 工学部経理課長 2019/4/1 8年 2027/3/31 紙
工学部経理課倉
庫

施設管理部施設管理課長 廃棄

2018年度 施設・管理 施設
平成30年度　高圧ガス製造施設取扱関係　高圧ガス製造
施設等変更許可申請書

工学部経理課長 2019/4/1 永年 紙
工学部経理課倉
庫

施設管理部施設管理課長 －

2018年度 施設・管理 契約
平成30年度　役務関係　8月分清掃作業報告書　講義室
他・定期清掃　2/2

工学部経理課長 2019/4/1 8年 2027/3/31 紙
工学部経理課倉
庫

施設管理部施設管理課長 廃棄

2018年度 施設・管理 契約
平成30年度　役務関係　8月分清掃作業報告書　トイレ・
共用部　1/2

工学部経理課長 2019/4/1 8年 2027/3/31 紙
工学部経理課倉
庫

施設管理部施設管理課長 廃棄

2018年度 施設・管理 契約
平成30年度　役務関係　非感染性廃棄物月別回収依頼
票　10月～3月　2/2

工学部経理課長 2019/4/1 8年 2027/3/31 紙
工学部経理課倉
庫

施設管理部施設管理課長 廃棄
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2018年度 施設・管理 契約
平成30年度　役務関係　9月分清掃作業報告書　講義室
他・定期清掃　2/2

工学部経理課長 2019/4/1 8年 2027/3/31 紙
工学部経理課倉
庫

施設管理部施設管理課長 廃棄

2018年度 施設・管理 契約
平成30年度　役務関係　9月分清掃作業報告書　トイレ・
共用部　1/2

工学部経理課長 2019/4/1 8年 2027/3/31 紙
工学部経理課倉
庫

施設管理部施設管理課長 廃棄

2018年度 施設・管理 支出 平成30年度　支出決定決議書　工事　7月～9月分  2/2 工学部経理課長 2019/4/1 8年 2027/3/31 紙
工学部経理課倉
庫

施設管理部施設管理課長 廃棄

2018年度 施設・管理 契約
平成30年度　役務関係　10月分清掃作業報告書 講義室
他・定期清掃 2/2

工学部経理課長 2019/4/1 8年 2027/3/31 紙
工学部経理課倉
庫

施設管理部施設管理課長 廃棄

2018年度 施設・管理 契約
平成30年度　役務関係　10月分清掃作業報告書 トイレ・
共用部 1/2

工学部経理課長 2019/4/1 8年 2027/3/31 紙
工学部経理課倉
庫

施設管理部施設管理課長 廃棄

2018年度 施設・管理 支出 平成30年度　支出決定決議書　(受託研究間接経費) 2/2 工学部経理課長 2019/4/1 8年 2027/3/31 紙
工学部経理課倉
庫

施設管理部施設管理課長 廃棄

2018年度 施設・管理 施設 平成30年度　全学・工学部共通室 （使用願・返却届等） 工学部経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙
工学部経理課倉
庫

施設管理部施設管理課長 廃棄

2018年度 施設・管理 契約
平成30年度　役務関係　11月分清掃作業報告書  講義室
他・定期清掃 2/2

工学部経理課長 2019/4/1 8年 2027/3/31 紙
工学部経理課倉
庫

施設管理部施設管理課長 廃棄

2018年度 施設・管理 契約
平成30年度　役務関係　11月分清掃作業報告書　トイレ・
共用部　1/2

工学部経理課長 2019/4/1 8年 2027/3/31 紙
工学部経理課倉
庫

施設管理部施設管理課長 廃棄

2018年度 施設・管理 会議 平成30年度　施設・図書委員会 工学部経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙
工学部経理課倉
庫

施設管理部施設管理課長 移管

2018年度 施設・管理 契約
平成30年度　役務関係　12月分清掃作業報告書  講義室
他・定期清掃 2/2

工学部経理課長 2019/4/1 8年 2027/3/31 紙
工学部経理課倉
庫

施設管理部施設管理課長 廃棄

2018年度 施設・管理 契約
平成30年度　役務関係　12月分清掃作業報告書　トイレ・
共用部　1/2

工学部経理課長 2019/4/1 8年 2027/3/31 紙
工学部経理課倉
庫

施設管理部施設管理課長 廃棄

2018年度 施設・管理 支出 平成30年度　支出決定決議書　工事 10月～12月  2/2 工学部経理課長 2019/4/1 8年 2027/3/31 紙
工学部経理課倉
庫

施設管理部施設管理課長 廃棄

2018年度 施設・管理 契約
平成30年度　役務関係　1月分清掃作業報告書  講義室
他・定期清掃 2/2

工学部経理課長 2019/4/1 8年 2027/3/31 紙
工学部経理課倉
庫

施設管理部施設管理課長 廃棄

2018年度 施設・管理 契約
平成30年度　役務関係　1月分清掃作業報告書　トイレ・
共用部　1/2

工学部経理課長 2019/4/1 8年 2027/3/31 紙
工学部経理課倉
庫

施設管理部施設管理課長 廃棄

2018年度 施設・管理 契約
平成30年度　役務関係　2月分清掃作業報告書  講義室
他・定期清掃 2/2

工学部経理課長 2019/4/1 8年 2027/3/31 紙
工学部経理課倉
庫

施設管理部施設管理課長 廃棄

2018年度 施設・管理 契約
平成30年度　役務関係　2月分清掃作業報告書　トイレ・
共用部　1/2

工学部経理課長 2019年4月1日 8 2027年3月31日 紙 工学部経理課倉庫施設管理部施設管理課長 廃棄

2018年度 施設・管理 契約
平成30年度　役務関係　3月分清掃作業報告書  講義室
他・定期清掃 2/2

工学部経理課長 2019年4月1日 8 2027年3月31日 紙
工学部経理課倉
庫

施設管理部施設管理課長 廃棄

2018年度 施設・管理 契約
平成30年度　役務関係　3月分清掃作業報告書　トイレ・
共用部　1/2

工学部経理課長 2019年4月1日 8 2027年3月31日 紙
工学部経理課倉
庫

施設管理部施設管理課長 廃棄

2018年度 施設・管理 支出 平成30年度　支出決定決議書　工事　1月～3月分  2/2 工学部経理課長 2019年4月1日 8 2027年3月31日 紙
工学部経理課倉
庫

施設管理部施設管理課長 廃棄

2018年度 施設・管理 報告 平成30年度　安全衛生管理関係　当初の安全・衛生教育 工学部経理課長 2019年4月1日 10 2029年3月31日 紙
工学部経理課倉
庫

施設管理部施設管理課長 廃棄

2018年度 施設・管理 管財
平成30年度 防火管理及び消防訓練関係　 消防用設備
等点検結果報告書（前期）

工学部経理課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙
工学部経理課倉
庫

施設管理部施設管理課長 廃棄

2018年度 施設・管理 管財
平成30年度 防火管理及び消防訓練関係　 消防用設備
等点検結果報告書（後期）

工学部経理課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙
工学部経理課倉
庫

施設管理部施設管理課長 廃棄

2018年度 施設・管理 管財
平成30年度 防火管理及び消防訓練関係　 防災管理点
検不良箇所図面

工学部経理課長 2019年4月1日 5 2024年3月31日 紙
工学部経理課倉
庫

施設管理部施設管理課長 廃棄

2019年度 施設・管理 契約 令和元年度　役務関係　入構許可申請書関係 工学部経理課長 2020年4月1日 1年 2021年3月31日 紙
(工)施設管理部
施設管理課

施設管理部施設管理課長 廃棄

2019年度 施設・管理 契約 令和元年度　役務関係　清掃契約作成資料 工学部経理課長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙
(工)工学部経理
課倉庫

施設管理部施設管理課長 廃棄

2019年度 施設・管理 契約 令和元年度　役務関係　ゴミ袋申込書 工学部経理課長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙
(工)施設管理部
施設管理課

施設管理部施設管理課長 廃棄

2019年度 施設・管理 契約 令和元年度　役務関係　エレベータ定期検査報告書 工学部経理課長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙
(工)施設管理部
施設管理課

施設管理部施設管理課長 廃棄

2019年度 施設・管理 施設
令和元年度　特定建築物関係　特定建築物環境衛生管
理業務

工学部経理課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙
(工)工学部経理
課倉庫

施設管理部施設管理課長 廃棄

2019年度 施設・管理 契約
令和元年度　役務関係（請負）　名古屋大学構内工学部
周辺屋外清掃作業見積合わせ

工学部経理課長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙
(工)施設管理部
施設管理課

施設管理部施設管理課長 廃棄

2019年度 施設・管理 契約 令和元年度　役務関係　高圧ガス施設「休日等点険表」 工学部経理課長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙
(工)施設管理部
施設管理課

施設管理部施設管理課長 廃棄

2019年度 施設・管理 支出 令和元年度　支出決定決議書　役務　4月～9月 工学部経理課長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙
(工)施設管理部
施設管理課

施設管理部施設管理課長 廃棄
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2019年度 施設・管理 支出 令和元年度　支出決定決議書　役務　10月～3月 工学部経理課長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙
(工)施設管理部
施設管理課

施設管理部施設管理課長 廃棄

2019年度 施設・管理 支出 令和元年度　支出決定決議書　工事　4月～6月　1/2 工学部経理課長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙
(工)工学部経理
課倉庫

施設管理部施設管理課長 廃棄

2019年度 施設・管理 支出 令和元年度　支出決定決議書　工事　7月～9月　1/2 工学部経理課長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙
(工)工学部経理
課倉庫

施設管理部施設管理課長 廃棄

2019年度 施設・管理 支出 令和元年度　支出決定決議書　工事　10月～12月 工学部経理課長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙
(工)施設管理部
施設管理課

施設管理部施設管理課長 廃棄

2019年度 施設・管理 支出 令和元年度　支出決定決議書　工事　1月～3月 工学部経理課長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙
(工)施設管理部
施設管理課

施設管理部施設管理課長 廃棄

2019年度 施設・管理 支出 令和元年度　支出決定決議書　工事・役務（NCC) 工学部経理課長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙
(工)施設管理部
施設管理課

施設管理部施設管理課長 廃棄

2019年度 施設・管理 支出
令和元年度　支出決定決議書　工事・役務（ｼﾝｸﾛﾄﾛﾝ光
研究ｾﾝﾀｰ）(予防早期医療創生ｾﾝﾀｰ）

工学部経理課長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙
(工)施設管理部
施設管理課

施設管理部施設管理課長 廃棄

2019年度 施設・管理 支出
令和元年度　支出決定決議書　役務　日常清掃　定期清
掃　屋外清掃

工学部経理課長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙
(工)施設管理部
施設管理課

施設管理部施設管理課長 廃棄

2019年度 施設・管理 契約
令和元年度　役務関係　非感染性廃棄物月別回収依頼
票　4月～9月　1/2

工学部経理課長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙
(工)工学部経理
課倉庫

施設管理部施設管理課長 廃棄

2019年度 施設・管理 契約
令和元年度　役務関係　4月分清掃作業報告書　講義室
他・定期清掃　2/2

工学部経理課長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙
(工)工学部経理
課倉庫

施設管理部施設管理課長 廃棄

2019年度 施設・管理 契約
令和元年度　役務関係　4月分清掃作業報告書　トイレ・
共用部　1/2

工学部経理課長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙
(工)工学部経理
課倉庫

施設管理部施設管理課長 廃棄

2019年度 施設・管理 契約 令和元年度　役務関係　講義室チェック一覧表 工学部経理課長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙
(工)工学部経理
課倉庫

施設管理部施設管理課長 廃棄

2019年度 施設・管理 支出
令和元年度　支出決定決議書　工事・役務（低温ﾌﾟﾗｽﾞﾏ
科学研究ｾﾝﾀｰ）

工学部経理課長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙
(工)施設管理部
施設管理課

施設管理部施設管理課長 廃棄

2019年度 施設・管理 支出
令和元年度　支出決定決議書　(産業廃棄物)(感染性廃
棄物)

工学部経理課長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙
(工)施設管理部
施設管理課

施設管理部施設管理課長 廃棄

2019年度 施設・管理 支出
令和元年度　支出決定決議書　(有機廃液)(無機廃液)(定
着廃液)(廃プラ)(その他)

工学部経理課長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙
(工)施設管理部
施設管理課

施設管理部施設管理課長 廃棄

2019年度 施設・管理 支出
令和元年度　支出決定決議書　(補助金間接・共同研究
間接)　1/2

工学部経理課長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙
(工)施設管理部
施設管理課

施設管理部施設管理課長 廃棄

2019年度 施設・管理 支出
令和元年度　支出決定決議書　(補助金間接・共同研究
間接)　2/2

工学部経理課長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙
(工)施設管理部
施設管理課

施設管理部施設管理課長 廃棄

2019年度 施設・管理 支出 令和元年度　支出決定決議書　(受託研究間接経費) 工学部経理課長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙
(工)施設管理部
施設管理課

施設管理部施設管理課長 廃棄

2019年度 施設・管理 許可
令和元年度　電話回線設置変更等申請関係　電話関係
書類

工学部経理課長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙
(工)工学部経理
課倉庫

施設管理部施設管理課長 廃棄

2019年度 施設・管理 施設
令和元年度　局所排気装置取扱関係　ドラフトチャンバー
定期自主検査関係

工学部経理課長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙
(工)工学部経理
課倉庫

施設管理部施設管理課長 廃棄

2019年度 施設・管理 契約
令和元年度　役務関係　5月分清掃作業報告書　講義室
他・定期清掃　2/2

工学部経理課長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙
(工)工学部経理
課倉庫

施設管理部施設管理課長 廃棄

2019年度 施設・管理 契約
令和元年度　役務関係　5月分清掃作業報告書　トイレ・
共用部　1/2

工学部経理課長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙
(工)工学部経理
課倉庫

施設管理部施設管理課長 廃棄

2019年度 施設・管理 施設 令和元年度　放射線取扱施設関係　X線装置関係書類 工学部経理課長 2020年4月1日 永年 ― 紙
(工)施設管理部
施設管理課

施設管理部施設管理課長 ―

2019年度 施設・管理 報告 令和元年度　災害報告関係　事故・災害報告 工学部経理課長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙
(工)施設管理部
施設管理課

施設管理部施設管理課長 廃棄

2019年度 施設・管理 報告 令和元年度　安全衛生管理関係　当初の安全・衛生教育 工学部経理課長 2020年4月1日 10 2030年3月31日 紙
(工)工学部経理
課倉庫

施設管理部施設管理課長 廃棄

2019年度 施設・管理 契約
令和元年度　役務関係　6月分清掃作業報告書　講義室
他・定期清掃　2/2

工学部経理課長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙
(工)工学部経理
課倉庫

施設管理部施設管理課長 廃棄

2019年度 施設・管理 契約
令和元年度　役務関係　6月分清掃作業報告書　トイレ・
共用部　1/2

工学部経理課長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙
(工)工学部経理
課倉庫

施設管理部施設管理課長 廃棄

2019年度 施設・管理 契約 令和元年度　役務関係　高圧ガス検知警報点検 工学部経理課長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙
(工)工学部経理
課倉庫

施設管理部施設管理課長 廃棄

2019年度 施設・管理 支出 令和元年度　支出決定決議書　工事・役務 工学部経理課長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙
(工)工学部経理
課倉庫

施設管理部施設管理課長 廃棄

2019年度 施設・管理 契約
令和元年度　役務関係　7月分清掃作業報告書　講義室
他・定期清掃　2/2

工学部経理課長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙
(工)工学部経理
課倉庫

施設管理部施設管理課長 廃棄

2019年度 施設・管理 契約
令和元年度　役務関係　7月分清掃作業報告書　トイレ・
共用部　1/2

工学部経理課長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙
(工)工学部経理
課倉庫

施設管理部施設管理課長 廃棄

2019年度 施設・管理 契約
令和元年度　役務関係　8月分清掃作業報告書　講義室
他・定期清掃　2/2

工学部経理課長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙
(工)工学部経理
課倉庫

施設管理部施設管理課長 廃棄
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2019年度 施設・管理 契約
令和元年度　役務関係　8月分清掃作業報告書　トイレ・
共用部　1/2

工学部経理課長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙
(工)工学部経理
課倉庫

施設管理部施設管理課長 廃棄

2019年度 施設・管理 支出 令和元年度　支出決定決議書　工事　7月～9月　2/2 工学部経理課長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙
(工)工学部経理
課倉庫

施設管理部施設管理課長 廃棄

2019年度 施設・管理 契約
令和元年度　役務関係　9月分清掃作業報告書　講義室
他・定期清掃　2/2

工学部経理課長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙
(工)工学部経理
課倉庫

施設管理部施設管理課長 廃棄

2019年度 施設・管理 契約
令和元年度　役務関係　9月分清掃作業報告書　トイレ・
共用部　1/2

工学部経理課長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙
(工)工学部経理
課倉庫

施設管理部施設管理課長 廃棄

2019年度 施設・管理 契約
令和元年度　役務関係　非感染性廃棄物月別回収依頼
票　10月～3月　2/2

工学部経理課長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙
(工)施設管理部
施設管理課

施設管理部施設管理課長 廃棄

2019年度 施設・管理 契約
令和元年度　役務関係　10月分清掃作業報告書　講義室
他・定期清掃　2/2

工学部経理課長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙
(工)工学部経理
課倉庫

施設管理部施設管理課長 廃棄

2019年度 施設・管理 契約
令和元年度　役務関係　10月分清掃作業報告書　トイレ・
共用部　1/2

工学部経理課長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙
(工)工学部経理
課倉庫

施設管理部施設管理課長 廃棄

2019年度 施設・管理 契約
令和元年度　役務関係　11月分清掃作業報告書　講義室
他・定期清掃　2/2

工学部経理課長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙
(工)工学部経理
課倉庫

施設管理部施設管理課長 廃棄

2019年度 施設・管理 契約
令和元年度　役務関係　11月分清掃作業報告書　トイレ・
共用部　1/2

工学部経理課長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙
(工)工学部経理
課倉庫

施設管理部施設管理課長 廃棄

2019年度 施設・管理 契約
令和元年度　役務関係　12月分清掃作業報告書　講義室
他・定期清掃　2/2

工学部経理課長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙
(工)工学部経理
課倉庫

施設管理部施設管理課長 廃棄

2019年度 施設・管理 契約
令和元年度　役務関係　12月分清掃作業報告書　トイレ・
共用部　1/2

工学部経理課長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙
(工)工学部経理
課倉庫

施設管理部施設管理課長 廃棄

2019年度 施設・管理 会議 令和元年度　安全・厚生委員会 工学部経理課長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙
(工)施設管理部
施設管理課

施設管理部施設管理課長 移管

2019年度 施設・管理 管財
令和元年度　防火管理及び消防訓練関係　消防用設備
等点検結果報告書(前期)

工学部経理課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙
(工)工学部経理
課倉庫

施設管理部施設管理課長 廃棄

1989年度 管理 届出 平成元年度消防関係書類 農学部事務長 1990/4/1 30年 2020/3/31 紙 農学部プレハブ倉施設管理部施設管理課長 廃棄

1990年度 管理 届出 平成2年度消防関係書類 農学部事務長 1991/4/1 30年 2021/3/31 紙 農学部プレハブ倉施設管理部施設管理課長 廃棄

1991年度 管理 届出 平成3年度消防関係書類 農学部事務長 1992/4/1 30年 2022/3/31 紙 農学部プレハブ倉施設管理部施設管理課長 廃棄

1992年度 管理 届出 平成4年度消防関係書類 農学部事務長 1993/4/1 30年 2023/3/31 紙 農学部プレハブ倉施設管理部施設管理課長 廃棄

1993年度 管理 届出 平成5年度消防関係書類 農学部事務長 1994/4/1 30年 2024/3/31 紙 農学部プレハブ倉施設管理部施設管理課長 廃棄

1994年度 管理 届出 平成6年度消防関係書類 農学部事務長 1995/4/1 30年 2025/3/31 紙 農学部プレハブ倉施設管理部施設管理課長 廃棄

1995年度 管理 届出 平成7年度消防関係書類 農学部事務長 1996/4/1 30年 2026/3/31 紙 農学部プレハブ倉施設管理部施設管理課長 廃棄

1996年度 管理 届出 平成8年度消防関係書類 農学部事務長 1997/4/1 30年 2027/3/31 紙 農学部プレハブ倉施設管理部施設管理課長 廃棄

1997年度 管理 届出 平成9年度消防関係書類 農学部事務長 1998/4/1 30年 2028/3/31 紙 農学部プレハブ倉施設管理部施設管理課長 廃棄

1998年度 管理 届出 平成10年度消防関係書類 農学部事務長 1999/4/1 30年 2029/3/31 紙 農学部プレハブ倉施設管理部施設管理課長 廃棄

1999年度 管理 届出 平成11年度消防関係書類 農学部事務長 2000/4/1 30年 2030/3/31 紙 農学部プレハブ倉施設管理部施設管理課長 廃棄

2000年度 管理 届出 平成12年度消防関係書類 農学部事務長 2001/4/1 30年 2031/3/31 紙 農学部プレハブ倉施設管理部施設管理課長 廃棄

2001年度 管理 届出 平成13年度消防関係書類 農学部事務長 2002/4/1 30年 2032/3/31 紙 農学部プレハブ倉施設管理部施設管理課長 廃棄

2002年度 管理 届出 平成14年度消防関係書類 農学部事務長 2003/4/1 30年 2033/3/31 紙 農学部プレハブ倉施設管理部施設管理課長 廃棄

2003年度 管理 届出 平成15年度消防関係書類 農学部事務長 2004/4/1 30年 2034/3/31 紙 農学部プレハブ倉施設管理部施設管理課長 廃棄

2004年度 管理 届出 平成16年度消防関係書類 農学部事務長 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 農学部プレハブ倉施設管理部施設管理課長 廃棄

2005年度 管理 届出 平成17年度消防関係書類 農学部事務長 2006/1/1 30年 2036/3/31 紙 農学部プレハブ倉施設管理部施設管理課長 廃棄

2006年度 管理 届出 平成18年度消防関係書類 農学部事務長 2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 農学部プレハブ倉施設管理部施設管理課長 廃棄

2007年度 管理 届出 平成19年度消防関係書類 農学部事務長 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 農学部プレハブ倉施設管理部施設管理課長 廃棄
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2008年度 管理 届出 平成20年度消防関係書類 農学部事務長 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 農学部プレハブ倉施設管理部施設管理課長 廃棄

2009年度 管理 会議 平成21年度キャンパス・建物委員会 農学部事務長 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 農学部事務室 施設管理部施設管理課長 廃棄

2009年度 管理 会議 平成21年度交通専門委員会 農学部事務長 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 農学部事務室 施設管理部施設管理課長 廃棄

2009年度 管理 届出 平成21年度消防関係書類 農学部事務長 2010/4/1 30年 2040/3/31 紙 農学部事務室 施設管理部施設管理課長 廃棄

2010年度 管理 会議 平成22年度キャンパス・建物委員会 農学部事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 農学部事務室 施設管理部施設管理課長 廃棄

2010年度 管理 会議 平成22年度交通専門委員会 農学部事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 農学部事務室 施設管理部施設管理課長 廃棄

2010年度 管理 届出 平成22年度消防関係書類 農学部事務長 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙 農学部事務室 施設管理部施設管理課長 廃棄

2011年度 管理 会議 平成23年度キャンパス・建物委員会 農学部事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 農学部事務室 施設管理部施設管理課長 廃棄

2011年度 管理 会議 平成23年度交通専門委員会 農学部事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 農学部事務室 施設管理部施設管理課長 廃棄

2011年度 管理 届出 平成23年度消防関係書類 農学部事務長 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 農学部事務室 施設管理部施設管理課長 廃棄

2012年度 管理 会議 平成24年度キャンパス・建物委員会 農学部事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 農学部事務室 施設管理部施設管理課長 廃棄

2012年度 管理 会議 平成24年度交通専門委員会 農学部事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 農学部事務室 施設管理部施設管理課長 廃棄

2012年度 管理 届出 平成24年度消防関係書類 農学部事務長 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 農学部事務室 施設管理部施設管理課長 廃棄

2013年度 管理 会議 平成25年度キャンパス・建物委員会 農学部事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 農学部事務室 施設管理部施設管理課長 廃棄

2013年度 管理 会議 平成25年度交通専門委員会 農学部事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 農学部事務室 施設管理部施設管理課長 廃棄

2013年度 管理 届出 平成25年度消防関係書類 農学部事務長 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 農学部事務室 施設管理部施設管理課長 廃棄

2015年度 管理 調査
①　平成２７年度国立大学法人等施設実態報告に係る調
査　（東山地区）平成２７年２月２０日（回答）

農学部管理係長 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙  農学部事務室 施設管理部施設管理課長 廃棄

2015年度 管理 会議
キャンパス建物委員会
　生命農学研究科スペース利用調査　１　（　１回目調査

農学部管理係長 2016/4/1 30年 2045/3/31 紙 農学部事務室 施設管理部施設管理課長 廃棄

2015年度 管理 会議
キャンパス建物委員会
　生命農学研究科スペース利用調査　２　（　２回目調査

農学部管理係長 2016/4/1 30年 2045/3/31 紙 農学部事務室 施設管理部施設管理課長 廃棄

2015年度 管理 会議
キャンパス建物委員会
　生命農学研究科スペース利用調査　３　（　３回目調査

農学部管理係長 2016/4/1 30年 2045/3/31 紙 農学部事務室 施設管理部施設管理課長 廃棄

2015年度 管理 申請 宿舎入居・退去関係　平成27年度～ 農学部事務長 2016/6/1 ７年 2023/5/31 紙 農学部事務室 施設管理部施設管理課長 廃棄

2015年度 管理 契約 平成27年度　感染性廃物処理作業 農学部事務長 2016/6/1 ７年 2023/5/31 紙 農学部事務室 施設管理部施設管理課長 廃棄

2015年度 管理 契約 平成27年度　ゴミ回収業務 農学部事務長 2016/6/1 ７年 2023/5/31 紙 農学部事務室 施設管理部施設管理課長 廃棄

2015年度 管理 契約 平成27年度　実験動物屍体等処理作業 農学部事務長 2016/6/1 ７年 2023/5/31 紙 農学部事務室 施設管理部施設管理課長 廃棄

2015年度 管理 契約 平成27年度　農場排水処理施設保守管理業務 農学部事務長 2016/6/1 ７年 2023/5/31 紙 農学部事務室 施設管理部施設管理課長 廃棄

2015年度 管理 契約 平成27年度　農場本館等機械警備業務 農学部事務長 2016/6/1 ７年 2023/5/31 紙 農学部事務室 施設管理部施設管理課長 廃棄

2015年度 管理  調査許可
小型無人飛行機（ドローン）
・保有状況調査表

農学部管理係長 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙  農学部事務室 施設管理部施設管理課長 廃棄

2015年度 管理 協議 設楽フィールド対応 農学部管理係長 2016/4/1 30年 2045/3/31 紙 農学部事務室 施設管理部施設管理課長 廃棄

2015年度 管理 覚書
東郷団地の馬術部（第15項）の防火管理者を
平成27年3月31日を選任期限として

農学部管理係長 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 農学部事務室 施設管理部施設管理課長 廃棄

2015年度 管理 届出
農学部危険物関係　資料
　(平成二十四年建設　圃場危険物倉庫)

農学部管理係長 2016/4/1 永年 永年 紙 農学部事務室 施設管理部施設管理課長 廃棄

2015年度 管理  工事管理
平成２６・２７年度
農学部ＧＨＰ空調機　省エネ実験対応（農学部Ａ館東）東

農学部管理係長 2016/4/1 30年 2045/3/31 紙 農学部事務室 施設管理部施設管理課長 廃棄

2015年度 管理 調査
平成２６年度　省エネ関係各種調査資料
・施設管理課からの各種調査回答

農学部管理係長 2016/4/1 30年 2045/3/31 紙  農学部事務室横倉施設管理部施設管理課長 廃棄
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2015年度 管理 整備計画
平成２６年度
農学部脊椎動物実験施設改築

農学部管理係長 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙  農学部事務室 施設管理部施設管理課長 廃棄

2015年度 管理 調査
平成２７年　４・５月実施
・スペース有効活用に関する取組状況調査資料

農学部管理係長 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙  農学部事務室 施設管理部施設管理課長 廃棄

2015年度 管理 執行計画
平成２７年　７月
・工事執行計画打合せ資料

農学部管理係長 2016/4/1 30年 2045/3/31 紙 農学部事務室 施設管理部施設管理課長 廃棄

2015年度 管理 防災
平成２７年１０月２８日実施
　地震防災訓練準備資料

農学部管理係長 2016/4/1 30年 2045/3/31 紙 農学部事務室 施設管理部施設管理課長 廃棄

2015年度 管理 防災
平成２７年度
　防災担当者・安否確認担当者会議

農学部管理係長 2016/4/1 30年 2045/3/31 紙 農学部事務室 施設管理部施設管理課長 廃棄

2015年度 管理 整備計画
平成２7年度　～
　脊椎動物実験施設改築　検討資料

農学部管理係長 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙  農学部事務室 施設管理部施設管理課長 廃棄

2015年度 管理 整備計画
平成２７年度　～
キャンパスマスタープラン２０１６　（案）

農学部管理係長 2016/4/1 30年 2045/3/31 紙 農学部事務室 施設管理部施設管理課長 廃棄

2015年度 管理 協議
平成２７年度　～
稲武フィールド対応

農学部管理係長 2016/4/1 30年 2045/3/31 紙 農学部事務室 施設管理部施設管理課長 廃棄

2015年度 管理 会議
平成２７年度　～
生命農学研究科交通専門委員会

農学部管理係長 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 農学部事務室 施設管理部施設管理課長 廃棄

2015年度 管理 協議
平成２７年度　～
東郷フィールド対応

農学部管理係長 2016/4/1 30年 2045/3/31 紙 農学部事務室 施設管理部施設管理課長 廃棄

2015年度 管理 会議
平成２７年度　～
東山地区交通専門委員会

農学部管理係長 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙  農学部事務室 施設管理部施設管理課長 廃棄

2015年度 管理 火災報告
平成２７年度　１２月１７日発生
農学部Ａ館東研究棟481号室火災事故報告書

農学部管理係長 2016/4/1 30年 2045/3/31 紙 農学部事務室 施設管理部施設管理課長 廃棄

2015年度 管理 支出 平成27年度　工事費　中央経費 農学部事務長 2016/6/1 ７年 2023/5/31 紙 農学部事務室 施設管理部施設管理課長 廃棄

2015年度 管理 支出
平成27年度　工事費　東郷フィールド　生物センター　農
国センター

農学部事務長 2016/6/1 ７年 2023/5/31 紙 農学部事務室 施設管理部施設管理課長 廃棄

2015年度 管理 支出
平成27年度　支出契約決議書　感染性廃棄物　屍体処理
マニフェスト

農学部事務長 2016/6/1 ７年 2023/5/31 紙 農学部事務室 施設管理部施設管理課長 廃棄

2015年度 管理 支出 平成27年度　支出契約決議書　廃液関係 農学部事務長 2016/6/1 ７年 2023/5/31 紙 農学部事務室 施設管理部施設管理課長 廃棄

2015年度 管理 支出
平成27年度　支出契約決議書　非感染性廃棄物　運搬
処理

農学部事務長 2016/6/1 ７年 2023/5/31 紙 農学部事務室 施設管理部施設管理課長 廃棄

2015年度 管理 支出
平成27年度　清掃　警備　自動扉　防災保全　機械警備
昇降機　保全関係　浄化サービス　土地

農学部事務長 2016/6/1 ７年 2023/5/31 紙 農学部事務室 施設管理部施設管理課長 廃棄

2015年度 管理 防災 平成２７年度　ブロック防災担当者会議 農学部管理係長 2016/4/1 30年 2045/3/31 紙 農学部事務室 施設管理部施設管理課長 廃棄

2015年度 管理 調査
平成２７年度　省エネ関係各種調査資料
・施設管理課からの各種調査回答

農学部管理係長 2016/4/1 30年 2045/3/31 紙  農学部事務室横倉施設管理部施設管理課長 廃棄

2015年度 管理 防災
平成２７年度　生命農学ブロック資料
「消防隊編成表」「ブロック配置図」「建物配置図」「防災備

農学部管理係長 2016/4/1 30年 2045/3/31 紙 農学部事務室 施設管理部施設管理課長 廃棄

2015年度 管理  工事管理協議
平成２７年度　第１回　省エネ推進経費工事
　ファイトトロン電力計測データー

農学部管理係長 2016/4/1 30年 2045/3/31 紙 農学部事務室 施設管理部施設管理課長 廃棄

2015年度 管理  工事管理
平成２７年度　農学部外壁改修工事
（平成２７年１２月１０日　～　平成２８年３月１7日）　現場

農学部管理係長 2016/4/1 30年 2045/3/31 紙  農学部事務室横倉施設管理部施設管理課長 廃棄

2015年度 管理  事故対応
平成２７年度
　事故・施設障害対応（１／２）

農学部管理係長 2016/4/1 30年 2045/3/31 紙 農学部事務室 施設管理部施設管理課長 廃棄

2015年度 管理  事故対応
平成２７年度
　事故・施設障害対応（２／２）

農学部管理係長 2016/4/1 30年 2045/3/31 紙 農学部事務室 施設管理部施設管理課長 廃棄

2015年度 管理 調査
平成２７年度
フロン排出抑制法に関する対応

農学部管理係長 2016/4/1 永年 永年 紙 農学部事務室 施設管理部施設管理課長

2015年度 管理 整備計画
平成２７年度
鳥類バイオサイエンスセンター

農学部管理係長 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙  農学部事務室 施設管理部施設管理課長 廃棄

2015年度 管理 整備計画
平成２7年度
農学部Ｂ館1階ＲＩ実験施設廃止後の再整備計画

農学部管理係長 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙  農学部事務室 施設管理部施設管理課長 廃棄

2015年度 管理 協議
平成２７年度
農学部ＧＨＰ空調機　省エネ実験対応

農学部管理係長 2016/4/1 30年 2045/3/31 紙 農学部事務室 施設管理部施設管理課長 廃棄

2015年度 管理 協議
平成27年度
農学部ＧＨＰ空調機冷媒ガス漏れ不具合対応

農学部管理係長 2016/4/1 30年 2045/3/31 紙 農学部事務室 施設管理部施設管理課長 廃棄

2015年度 管理  工事管理
平成２７年度
農学部屋外井水給水管・ポンプ等更新工事（平成２７年１

農学部管理係長 2016/4/1 30年 2045/3/31 紙 農学部事務室 施設管理部施設管理課長 廃棄

2015年度 管理 予算申請
平成２7年度（第１回）
省エネ推進経費申請書 農学部管理係長 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙  農学部事務室 施設管理部施設管理課長 廃棄
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2015年度 管理 予算申請
平成２7年度（第２回）
省エネ推進経費申請書

農学部管理係長 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙  農学部事務室 施設管理部施設管理課長 廃棄

2015年度 管理 会議 平成27年度キャンパス・建物委員会 農学部事務長 2015/4/1 10年 2026/3/31 紙 農学部事務室 施設管理部施設管理課長 廃棄

2015年度 管理 会議
平成27年度キャンパス・建物委員会　共通会議室・セミ
ナー室　予約

農学部事務長 2016/3/31 10年 2026/3/31 紙 農学部事務室 施設管理部施設管理課長 廃棄

2015年度 管理 会議 平成27年度交通専門委員会 農学部事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 農学部事務室 施設管理部施設管理課長 廃棄

2015年度 管理 予算要求 平成２９年度施設整備費等概算･営繕要求書 農学部管理係長 2016/4/1 30年 2045/3/31 紙 農学部事務室 施設管理部施設管理課長 廃棄

2015年度 管理 協議
平成二十七年度　農学部危険物関係　資料
　　　　　　　（雨漏不具合報告書等）

農学部管理係長 2016/4/1 30年 2045/3/31 紙 農学部事務室 施設管理部施設管理課長 廃棄

2016年度 管理 調査
①　平成２８年度国立大学法人等施設実態報告に係る調
査　（東山地区）　（東郷・稲武・設楽地区）

農学部管理係長 2017/2/1 30年 2046/3/31 電子  農学部事務室 施設管理部施設管理課長

2016年度 管理 申請 宿舎入居・退去関係　平成28年度～ 農学部事務長 2017/4/1 ７年 2024/5/31 紙 農学部事務室 施設管理部施設管理課長 廃棄

2016年度 管理 契約 平成28年度　感染性廃物処理作業 農学部事務長 2017/4/1 ７年 2024/5/31 紙 農学部事務室 施設管理部施設管理課長 廃棄

2016年度 管理 契約 平成28年度　ゴミ回収業務 農学部事務長 2017/4/1 ７年 2024/5/31 紙 農学部事務室 施設管理部施設管理課長 廃棄

2016年度 管理 契約 平成28年度　実験動物屍体等処理作業 農学部事務長 2017/4/1 ７年 2024/5/31 紙 農学部事務室 施設管理部施設管理課長 廃棄

2016年度 管理 契約 平成28年度　農場排水処理施設保守管理業務 農学部事務長 2017/4/1 ７年 2024/5/31 紙 農学部事務室 施設管理部施設管理課長 廃棄

2016年度 管理 契約 平成28年度　農場本館等機械警備業務 農学部事務長 2017/4/1 ７年 2024/5/31 紙 農学部事務室 施設管理部施設管理課長 廃棄

2016年度 管理 報告 平成28年度　感染性廃棄物　屍体処理　マニフェスト 農学部事務長 2017/4/1 ７年 2024/5/31 紙 農学部事務室 施設管理部施設管理課長 廃棄

2016年度 管理 支出 平成28年度　工事費　中央経費 農学部事務長 2017/4/1 ７年 2024/5/31 紙 農学部事務室 施設管理部施設管理課長 廃棄

2016年度 管理 支出
平成28年度　工事費　東郷フィールド　生物センター　農
国センター

農学部事務長 2017/4/1 ７年 2024/5/31 紙 農学部事務室 施設管理部施設管理課長 廃棄

2016年度 管理 予算申請
平成29年度（第1回）
省エネ推進経費申請書

農学部管理係長 2017/4/1 7年 2023/3/31 紙  農学部事務室 施設管理部施設管理課長 廃棄

2016年度 管理 予算要求 平成３０年度施設整備費等概算･営繕要求書 農学部管理係長 2017/4/1 30年 2046/3/31 電子 農学部事務室 施設管理部施設管理課長

2017年度 管理 契約 平成29年度　感染性廃物処理作業 農学部事務長 2018/4/1 ７年 2025/5/31 紙 農学部事務室 施設管理部施設管理課長 廃棄

2017年度 管理 契約 平成29年度　ゴミ回収業務 農学部事務長 2018/4/1 ７年 2025/5/31 紙 農学部事務室 施設管理部施設管理課長 廃棄

2017年度 管理 契約 平成29年度　実験動物屍体等処理作業 農学部事務長 2018/4/1 ７年 2025/5/31 紙 農学部事務室 施設管理部施設管理課長 廃棄

2017年度 管理 契約 平成29年度　農場排水処理施設保守管理業務 農学部事務長 2018/4/1 ７年 2025/5/31 紙 農学部事務室 施設管理部施設管理課長 廃棄

2017年度 管理 契約 平成29年度　農場本館等機械警備業務 農学部事務長 2018/4/1 ７年 2025/5/31 紙 農学部事務室 施設管理部施設管理課長 廃棄

2017年度 管理 調査 PCB含有廃棄物の調査について 農学部事務長 2018/4/1 永年 永年 紙 農学部事務室 施設管理部施設管理課長

2017年度 管理 調査
麻薬・向精神薬・覚せい剤・覚せい剤原料・特定物質の適
正管理のための全学徹底調査について

農学部事務長 2018/4/1 永年 永年 紙 農学部事務室 施設管理部施設管理課長

2017年度 管理 報告
平成29年度　感染性・実験系廃棄物　屍体処理　マニフェ
スト

農学部事務長 2018/4/1 ７年 2025/5/31 紙 農学部事務室 施設管理部施設管理課長 廃棄

2017年度 管理 支出
平成29年度　工事費1(中央経費　東郷フィールド　生物セ
ンター　農国センター)

農学部事務長 2018/4/1 ７年 2025/5/31 紙 農学部事務室 施設管理部施設管理課長 廃棄

2017年度 管理 支出
平成29年度　工事費2(中央経費　東郷フィールド　生物セ
ンター　農国センター)

農学部事務長 2018/4/1 ７年 2025/5/31 紙 農学部事務室 施設管理部施設管理課長 廃棄

2017年度 管理 支出
平成29年度　保守費(警備　自動扉　防災保全　機械警備
昇降機　保全関係　土地)

農学部事務長 2018/4/1 ７年 2025/5/31 紙 農学部事務室 施設管理部施設管理課長 廃棄

2018年度 管理 契約 平成30年度　感染性廃物処理作業 農学部事務長 2019/4/1 ７年 2026/5/31 紙 農学部事務室 施設管理部施設管理課長 廃棄

2018年度 管理 契約 平成30年度　ゴミ回収業務 農学部事務長 2019/4/1 ７年 2026/5/31 紙 農学部事務室 施設管理部施設管理課長 廃棄

2018年度 管理 契約 平成30年度　実験動物屍体等処理作業 農学部事務長 2019/4/1 ７年 2026/5/31 紙 農学部事務室 施設管理部施設管理課長 廃棄
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2018年度 管理 契約 平成30年度　農場排水処理施設保守管理業務 農学部事務長 2019/4/1 ７年 2026/5/31 紙 農学部事務室 施設管理部施設管理課長 廃棄

2018年度 管理 契約 平成30年度　農場本館等機械警備業務 農学部事務長 2019/4/1 ７年 2026/5/31 紙 農学部事務室 施設管理部施設管理課長 廃棄

2018年度 管理 支出 平成30年度　外部資金 農学部事務長 2019/4/1 ７年 2026/5/31 紙 (農)施設管理部施施設管理部施設管理課長 廃棄

2018年度 管理 報告
平成30年度　感染性・実験系廃棄物　屍体処理　マニフェ
スト

農学部事務長 2019/4/1 ７年 2026/5/31 紙 (農)施設管理部施施設管理部施設管理課長 廃棄

2018年度 管理 支出
平成30年度　工事費(中央経費　東郷フィールド　生物セ
ンター　農国センター)

農学部事務長 2019/4/1 ７年 2026/5/31 紙 (農)施設管理部施施設管理部施設管理課長 廃棄

2018年度 管理 支出
平成30年度　保守費(警備　自動扉　防災保全　機械警備
昇降機　保全関係　土地)

農学部事務長 2019/4/1 ７年 2026/5/31 紙 (農)施設管理部施施設管理部施設管理課長 廃棄

2019年度 管理 契約 令和元年度　契約伺 施設管理課長 2020/4/1 ７年 2027/5/31 紙 (農)施設管理部施施設管理部施設管理課長 廃棄

2019年度 管理 支出 令和元年度　外部資金 施設管理課長 2020/4/1 ７年 2027/5/31 紙 (農)施設管理部施施設管理部施設管理課長 廃棄

2019年度 管理 報告
令和元年度　感染性・実験系廃棄物　屍体処理　マニフェ
スト

施設管理課長 2020/4/1 ７年 2027/5/31 紙 (農)施設管理部施施設管理部施設管理課長 廃棄

2019年度 管理 支出
令和元年度　工事費(中央経費　東郷フィールド　生物セ
ンター　農国センター)

施設管理課長 2020/4/1 ７年 2027/5/31 紙 (農)施設管理部施施設管理部施設管理課長 廃棄

2019年度 管理 支出
令和元年度　保守費(警備　自動扉　防災保全　機械警備
昇降機　保全関係　土地)

施設管理課長 2020/4/1 ７年 2027/5/31 紙 (農)施設管理部施施設管理部施設管理課長 廃棄

2019年度 管理 施設 令和元年度　警備業務報告書 施設管理課長 2020/4/1 5年 2027/5/31 紙 (農)施設管理部施施設管理部施設管理課長 廃棄

2019年度 管理 施設 令和元年度 消防用設備等点検結果報告書（前期） 施設管理課長 2020/4/1 5年 2027/5/31 紙 (農)施設管理部施施設管理部施設管理課長 廃棄

2019年度 管理 施設 令和元年度 消防用設備等点検結果報告書（後期） 施設管理課長 2020/4/1 5年 2027/5/31 紙 (農)施設管理部施施設管理部施設管理課長 廃棄

2019年度 管理 施設 令和元年度　保全業務（防災管理） 施設管理課長 2020/4/1 5年 2027/5/31 紙 (農)施設管理部施施設管理部施設管理課長 廃棄

2012年度 営繕Ｇ 放射線 平成24年度 放射線関係 研究所経理課長 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 (研)研究所事務室 施設管理部施設管理課長 廃棄
当初の保存期間満了日：2016/3/31
延長期間：27年

2012年度 営繕Ｇ 核燃料 平成24年度 核燃料関係 研究所経理課長 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 (研)研究所事務室 施設管理部施設管理課長 廃棄
当初の保存期間満了日：2016/3/31
延長期間：27年

2012年度 営繕Ｇ 核燃料
エコトピア科学研究所（J004)
平成24年度 核燃料物質計量管理報告

研究所経理課長 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 (研)研究所事務室 施設管理部施設管理課長 廃棄
当初の保存期間満了日：2016/3/31
延長期間：27年

2012年度 営繕Ｇ 安全衛生 平成24年度 安全・衛生点検表（写）（エコ） 研究所経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 (研)事務部倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄
当初の保存期間満了日：2016/3/31
延長期間：7年

1968年度 営繕Ｇ 借地
昭和43年度－土地等借料（佐久島・本宮山・母子里）
（太陽）

研究所経理課長 未定
借入終
了後10

未定 紙 (研)研究所事務室 施設管理部施設管理課長 廃棄 太陽研

1968年度 営繕Ｇ 借地 昭和43年度－土地等借料（豊川）　（太陽） 研究所経理課長 未定
借入終
了後10

未定 紙 (研)施設管理部施設管理課 施設管理部施設管理課長 廃棄 太陽研

1976年度 営繕Ｇ 借地 昭和51年度－土地等借料（菅平・上松・富士）　（太陽） 研究所経理課長 未定
借入終
了後10

未定 紙 (研)施設管理部施設管理課 施設管理部施設管理課長 廃棄 太陽研

1987年度 営繕Ｇ 危険物
昭和62年度－平成23年度　危険物保安監督者届　（環
医）

研究所経理課長 未定
危険物
取扱終

未定 紙 (研)研究所事務室 施設管理部施設管理課長 廃棄 環医

1995年度 営繕Ｇ 無線局
平成7年度－平成23年度　無線局等免許申請書類　（太
陽）

研究所経理課長 未定
事業終
了後10

未定 紙 (研)研究所事務室 施設管理部施設管理課長 廃棄 太陽研

2000年度 営繕Ｇ 環境
平成12年度、平成14年度－平成18年度　ダイオキシン測
定結果報告書　（環医）

研究所経理課長 2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 (研)事務部倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄 環医

2001年度 営繕Ｇ 環境 平成13年度　ダイオキシン測定結果報告書　（環医） 研究所経理課長 2002/4/1 30年 2032/3/31 紙 (研)事務部倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄 環医

2001年度 営繕Ｇ 借地 平成13年度－　土地等借料（陸別）　（太陽） 研究所経理課長 未定
借入終
了後10

未定 紙 (研)施設管理部施設管理課 施設管理部施設管理課長 廃棄 太陽研

2005年度 営繕Ｇ 環境
平成17年度　有機溶剤中毒予防規則一部適用除外認定
資料　（エコ）

研究所経理課長 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 (研)研究所事務室 施設管理部施設管理課長 廃棄 エコ

2005年度 営繕Ｇ 環境
平成17年度　有機溶剤中毒予防規則一部適用除外認定
資料　（環医）

研究所経理課長 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 (研)研究所事務室 施設管理部施設管理課長 廃棄 環医

2006年度 営繕Ｇ 安全
平成18年度　作業環境測定結果報告書(寄附研究部門)
（エコ）

研究所経理課長 2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 (研)研究所事務室 施設管理部施設管理課長 廃棄 エコ

2006年度 営繕Ｇ 環境
平成18年度　有機溶剤中毒予防規則一部適用除外認定
資料　（環医）

研究所経理課長 2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 (研)研究所事務室 施設管理部施設管理課長 廃棄 環医

2006年度 営繕Ｇ 財産監守 平成18年度－平成21年度豊川団地利用計画 研究所経理課長 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 (研)事務部倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄 太陽
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2007年度 営繕Ｇ 環境
平成19年度－平成22年度　ダイオキシン測定結果報告書
（環医）

研究所経理課長 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙 (研)施設管理部施設管理課 施設管理部施設管理課長 廃棄 環医

2009年度 営繕Ｇ 安全 平成21年度　所長安全査察　（エコ） 研究所経理課長 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 (研)事務部倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄 エコ

2009年度 営繕Ｇ 環境
平成21年度－平成23年度　ダイオキシン測定結果報告書
（環医）

研究所経理課長 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 (研)施設管理部施設管理課 施設管理部施設管理課長 廃棄 環医

2009年度 営繕Ｇ 空調設備 平成21年度　機械設備工事資料　（環医） 研究所経理課長 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 (研)研究所事務室 施設管理部施設管理課長 廃棄 環医

2009年度 営繕Ｇ 電気設備 平成21年度　電気設備工事資料　（環医） 研究所経理課長 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 (研)研究所事務室 施設管理部施設管理課長 廃棄 環医

2009年度 営繕Ｇ 電気設備 平成21年度　電気設備説明書　（環医） 研究所経理課長 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 (研)研究所事務室 施設管理部施設管理課長 廃棄 環医

2009年度 営繕Ｇ 防災 平成21年度　消防用設備等設置届出書　（環医） 研究所経理課長 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 (研)研究所事務室 施設管理部施設管理課長 廃棄 環医

2010年度 営繕Ｇ 安全 平成22年度　所長安全査察　（エコ） 研究所経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 (研)事務部倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄 エコ

2011年度 営繕Ｇ 安全 平成23年度　所長安全査察　（エコ） 研究所経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 (研)事務部倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄 エコ

2011年度 営繕Ｇ 高圧ガス 平成23年度　高圧ガス製造事業届書　（太陽） 研究所経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 (研)研究所事務室 施設管理部施設管理課長 廃棄 太陽

2012年度 営繕Ｇ 支出 平成24年度 共研地区守衛業務・光熱水料 研究所経理課長 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 (研)事務部倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄 エコ/環研/太陽研

2012年度 営繕Ｇ 共研地区 平成24年度 共同教育研究施設地区利用申請 研究所経理課長 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 (研)研究所事務室 施設管理部施設管理課長 廃棄 エコ/環研/太陽研

2012年度 営繕Ｇ 支出
平成24年度 支出決定決議書（エコトピア科学研究所）
1/4

研究所経理課長 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 (研)第3実験棟倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄 エコ

2012年度 営繕Ｇ 支出
平成24年度 支出決定決議書（エコトピア科学研究所）
2/4

研究所経理課長 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 (研)第3実験棟倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄 エコ

2012年度 営繕Ｇ 支出
平成24年度 支出決定決議書（エコトピア科学研究所）
3/4

研究所経理課長 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 (研)第3実験棟倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄 エコ

2012年度 営繕Ｇ 支出
平成24年度 支出決定決議書（エコトピア科学研究所）
4/4

研究所経理課長 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 (研)第3実験棟倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄 エコ

2012年度 営繕Ｇ 支出
平成24年度 支出決定決議書（太陽地球環境研究所）
1/2

研究所経理課長 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 (研)第3実験棟倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄 太陽研

2012年度 営繕Ｇ 支出
平成24年度 支出決定決議書（太陽地球環境研究所）
2/2

研究所経理課長 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 (研)第3実験棟倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄 太陽研

2012年度 営繕Ｇ 支出
平成24年度 支出決定決議書（共同教育研究施設地区）
1/4

研究所経理課長 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 (研)第3実験棟倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄 エコ/環研/太陽研

2012年度 営繕Ｇ 支出
平成24年度 支出決定決議書（共同教育研究施設地区）
2/4

研究所経理課長 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 (研)第3実験棟倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄 エコ/環研/太陽研

2012年度 営繕Ｇ 支出
平成24年度 支出決定決議書（共同教育研究施設地区）
3/4

研究所経理課長 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 (研)第3実験棟倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄 エコ/環研/太陽研

2012年度 営繕Ｇ 支出
平成24年度 支出決定決議書（共同教育研究施設地区）
4/4

研究所経理課長 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 (研)第3実験棟倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄 エコ/環研/太陽研

2012年度 営繕Ｇ 支出 平成24年度 支出決定決議書（環境医学研究所） 1/2 研究所経理課長 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 (研)第3実験棟倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄 環研

2012年度 営繕Ｇ 支出 平成24年度 支出決定決議書（環境医学研究所） 2/2 研究所経理課長 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 (研)第3実験棟倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄 環研

2013年度 営繕Ｇ 支出 平成25年度 支出決定決議書（地球水循環研究センター） 研究所経理課長 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 (研)第3実験棟倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄 エコ

2013年度 営繕Ｇ 支出
平成25年度 支出決定決議書（エコトピア科学研究所）
1/5

研究所経理課長 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 (研)第3実験棟倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄 エコ

2013年度 営繕Ｇ 支出
平成25年度 支出決定決議書（エコトピア科学研究所）
2/5

研究所経理課長 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 (研)第3実験棟倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄 エコ

2013年度 営繕Ｇ 支出
平成25年度 支出決定決議書（エコトピア科学研究所）
3/5

研究所経理課長 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 (研)第3実験棟倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄 エコ

2013年度 営繕Ｇ 支出
平成25年度 支出決定決議書（エコトピア科学研究所）
4/5

研究所経理課長 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 (研)第3実験棟倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄 エコ

2013年度 営繕Ｇ 支出 平成25年度 支出決定決議書（エコトピア科学研究所）5/5 研究所経理課長 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 (研)第3実験棟倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄 エコ

2013年度 営繕Ｇ 支出 平成25年度 支出決定決議書（環境医学研究所）1/3 研究所経理課長 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 (研)第3実験棟倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄 環研

2013年度 営繕Ｇ 支出 平成25年度 支出決定決議書（環境医学研究所）2/3 研究所経理課長 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 (研)第3実験棟倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄 環研
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2013年度 営繕Ｇ 支出 平成25年度 支出決定決議書（環境医学研究所）3/3 研究所経理課長 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 (研)第3実験棟倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄 太陽研

2013年度 営繕Ｇ 支出 平成25年度 支出決定決議書（太陽地球環境研究所）1/3 研究所経理課長 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 (研)第3実験棟倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄 太陽研

2013年度 営繕Ｇ 支出 平成25年度 支出決定決議書（太陽地球環境研究所）2/3 研究所経理課長 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 (研)第3実験棟倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄 太陽研

2013年度 営繕Ｇ 支出 平成25年度 支出決定決議書（太陽地球環境研究所）3/3 研究所経理課長 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 (研)第3実験棟倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄 エコ/環研/太陽研

2013年度 営繕Ｇ 支出 平成25年度 支出決定決議書（リース・借料） 研究所経理課長 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 (研)第3実験棟倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2013年度 営繕Ｇ 核燃料 平成25年度　核燃料物質関係 研究所経理課長 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 (研)研究所事務室 施設管理部施設管理課長 廃棄 エコ/環研

2013年度 営繕Ｇ 放射線 平成25年度 放射線関係 研究所経理課長 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 (研)研究所事務室 施設管理部施設管理課長 廃棄 エコ/環研/太陽研

2013年度 営繕Ｇ 核燃料
エコトピア科学研究所（J004)
平成25年度 核燃料物質計量管理報告

研究所経理課長 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 (研)研究所事務室 施設管理部施設管理課長 廃棄 エコ

2013年度 営繕Ｇ 支出 平成25年度 共研地区守衛業務・光熱水料 研究所経理課長 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 (研)事務部倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄 エコ/環研/太陽研

2013年度 営繕Ｇ 無線局 平成25年度 無線関係 研究所経理課長 未定
事業終
了後10

未定 紙 (研)研究所事務室 施設管理部施設管理課長 廃棄 エコ/環研/太陽研

2013年度 営繕Ｇ 借地
平成25年度 土地等借料・継続等（地球水循環研究セン
ター）

研究所経理課長 未定
借入終
了後10

未定 紙 (研)研究所事務室 施設管理部施設管理課長 廃棄 水センター

2014年度 営繕Ｇ 契約 平成26年度 建物清掃関係 研究所経理課長 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 (研)事務部倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄 エコ/環研/太陽研

2014年度 営繕Ｇ 委員会 平成26年度 整備委員会・安全衛生委員会（エコ） 研究所経理課長 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 (研)研究所事務室 施設管理部施設管理課長 移管 エコ

2014年度 営繕Ｇ 支出 平成26年度 営繕工事一覧 研究所経理課長 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 (研)研究所事務室 施設管理部施設管理課長 廃棄 エコ/環研/太陽研

2014年度 営繕Ｇ 支出 平成26年度 支出決定決議書（地球水循環研究センター） 研究所経理課長 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 (研)第3実験棟倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄 エコ

2014年度 営繕Ｇ 支出
平成26年度 支出決定決議書（エコトピア科学研究所）
1/5

研究所経理課長 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 (研)第3実験棟倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄 エコ

2014年度 営繕Ｇ 支出
平成26年度 支出決定決議書（エコトピア科学研究所）
2/5

研究所経理課長 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 (研)第3実験棟倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄 エコ

2014年度 営繕Ｇ 支出
平成26年度 支出決定決議書（エコトピア科学研究所）
3/5

研究所経理課長 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 (研)第3実験棟倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄 エコ

2014年度 営繕Ｇ 支出
平成26年度 支出決定決議書（エコトピア科学研究所）
4/5

研究所経理課長 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 (研)第3実験棟倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄 エコ

2014年度 営繕Ｇ 支出 平成26年度 支出決定決議書（エコトピア科学研究所）5/5 研究所経理課長 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 (研)第3実験棟倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄 エコ

2014年度 営繕Ｇ 支出 平成26年度 支出決定決議書（環境医学研究所）1/3 研究所経理課長 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 (研)第3実験棟倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄 環研

2014年度 営繕Ｇ 支出 平成26年度 支出決定決議書（環境医学研究所）2/3 研究所経理課長 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 (研)第3実験棟倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄 環研

2014年度 営繕Ｇ 支出 平成26年度 支出決定決議書（環境医学研究所）3/3 研究所経理課長 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 (研)第3実験棟倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄 太陽研

2014年度 営繕Ｇ 支出 平成26年度 支出決定決議書（太陽地球環境研究所）1/3 研究所経理課長 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 (研)第3実験棟倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄 太陽研

2014年度 営繕Ｇ 支出 平成26年度 支出決定決議書（太陽地球環境研究所）2/3 研究所経理課長 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 (研)第3実験棟倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄 太陽研

2014年度 営繕Ｇ 支出 平成26年度 支出決定決議書（太陽地球環境研究所）3/3 研究所経理課長 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 (研)第3実験棟倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄 エコ/環研/太陽研

2014年度 営繕Ｇ 支出 平成26年度 支出決定決議書（リース・借料） 研究所経理課長 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 (研)第3実験棟倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2014年度 営繕Ｇ 放射線 平成25・26年度 放射線管理に係る定期報告について 研究所経理課長 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 (研)研究所事務室 施設管理部施設管理課長 廃棄 エコ/環研/太陽研

2014年度 営繕Ｇ 核燃料
エコトピア科学研究所（J004)
平成26年度 核燃料物質計量管理報告

研究所経理課長 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 (研)研究所事務室 施設管理部施設管理課長 廃棄 エコ

2014年度 営繕Ｇ 支出 平成26年度 共研地区守衛業務・光熱水料 研究所経理課長 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 (研)事務部倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄 エコ/環研/太陽研

2014年度 営繕Ｇ 無線局 平成26年度 無線関係 研究所経理課長 未定
事業終
了後10

未定 紙 (研)施設管理部施設管理課 施設管理部施設管理課長 廃棄 エコ/環研/太陽研

2014年度 営繕Ｇ その他 平成26年度 施設管理関係 1/2 研究所経理課長 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 (研)事務部倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄 エコ/環研/太陽研
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2014年度 営繕Ｇ その他 平成26年度 施設管理関係2/2 研究所経理課長 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 (研)事務部倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄 エコ/環研/太陽研

2014年度 営繕Ｇ 借地
平成26年度土地等借料・継続等（地球水循環研究セン
ター）

研究所経理課長 未定
借入終
了後10

未定 紙 (研)研究所事務室 施設管理部施設管理課長 廃棄 水センター

2015年度 営繕Ｇ 委員会 平成27年度 整備委員会・安全衛生委員会（エコ） 研究所経理課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 (研)研究所事務室 施設管理部施設管理課長 廃棄

2015年度 営繕Ｇ 支出 平成27年度 支出決定決議書（地球水循環研究センター） 研究所経理課長 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 (研)事務部倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2015年度 営繕Ｇ 支出
平成27年度 支出決定決議書（エコトピア科学研究所）
1/6

研究所経理課長 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 (研)事務部倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2015年度 営繕Ｇ 支出
平成27年度 支出決定決議書（エコトピア科学研究所）
2/6

研究所経理課長 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 (研)事務部倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2015年度 営繕Ｇ 支出
平成27年度 支出決定決議書（エコトピア科学研究所）
3/6

研究所経理課長 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 (研)事務部倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2015年度 営繕Ｇ 支出
平成27年度 支出決定決議書（エコトピア科学研究所）
4/6

研究所経理課長 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 (研)事務部倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2015年度 営繕Ｇ 支出 平成27年度 支出決定決議書（エコトピア科学研究所）5/6 研究所経理課長 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 (研)事務部倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2015年度 営繕Ｇ 支出 平成27年度 支出決定決議書（エコトピア科学研究所）6/6 研究所経理課長 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 (研)事務部倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2015年度 営繕Ｇ 支出 平成27年度 支出決定決議書（環境医学研究所）1/4 研究所経理課長 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 (研)事務部倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2015年度 営繕Ｇ 支出 平成27年度 支出決定決議書（環境医学研究所）2/4 研究所経理課長 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 (研)事務部倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2015年度 営繕Ｇ 支出 平成27年度 支出決定決議書（環境医学研究所）3/4 研究所経理課長 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 (研)事務部倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2015年度 営繕Ｇ 支出 平成27年度 支出決定決議書（環境医学研究所）4/4 研究所経理課長 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 (研)事務部倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2015年度 営繕Ｇ 支出 平成27年度 支出決定決議書（太陽地球環境研究所）1/3 研究所経理課長 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 (研)事務部倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2015年度 営繕Ｇ 支出 平成27年度 支出決定決議書（太陽地球環境研究所）2/3 研究所経理課長 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 (研)事務部倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2015年度 営繕Ｇ 支出 平成27年度 支出決定決議書（太陽地球環境研究所）3/3 研究所経理課長 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 (研)事務部倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2015年度 営繕Ｇ 支出 平成27年度 支出決定決議書（年代測定センター） 研究所経理課長 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 (研)事務部倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2015年度 営繕Ｇ 支出 平成27年度 支出決定決議書（ラクオリア創薬科学） 研究所経理課長 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 (研)事務部倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2015年度 営繕Ｇ 支出 平成27年度 支出決定決議書（ラクオリア医学部） 研究所経理課長 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 (研)事務部倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2015年度 営繕Ｇ 支出 平成27年度 支出決定決議書（共同教育研究施設地区） 研究所経理課長 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 (研)事務部倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2015年度 営繕Ｇ 支出 平成27年度 支出決定決議書（リース・借料） 研究所経理課長 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 (研)事務部倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2015年度 営繕Ｇ 放射線 平成27年度 放射線管理に係る定期報告について 研究所経理課長 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 (研)研究所事務室 施設管理部施設管理課長 廃棄

2015年度 営繕Ｇ 核燃料
エコトピア科学研究所（J004)
平成27年度 核燃料物質計量管理報告

研究所経理課長 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 (研)研究所事務室 施設管理部施設管理課長 廃棄

2015年度 営繕Ｇ 支出 平成27年度 共研地区守衛業務・光熱水料 研究所経理課長 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 (研)事務部倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2015年度 営繕Ｇ 無線局 平成27年度 無線関係 研究所経理課長 未定
事業終
了後10

未定 紙 (研)施設管理部施設管理課 施設管理部施設管理課長 廃棄

2015年度 営繕Ｇ 施設 平成27年度 施設管理関係 1/2 研究所経理課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 (研)事務部倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2015年度 営繕Ｇ 施設 平成27年度 施設管理関係2/2 研究所経理課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 (研)事務部倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2015年度 営繕Ｇ 防災 平成27年度 防災関係 研究所経理課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 (研)研究所事務室 施設管理部施設管理課長 廃棄

2015年度 営繕Ｇ 安全 平成27年度 作業環境測定結果報告書 研究所経理課長 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 (研)研究所事務室 施設管理部施設管理課長 廃棄

2015年度 営繕Ｇ 環境 平成27年度 ダイオキシン測定結果報告書　（環医） 研究所経理課長 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 (研)施設管理部施設管理課 施設管理部施設管理課長 廃棄

2015年度 営繕Ｇ 借地
平成27年度土地等借料・継続等（地球水循環研究セン
ター）

研究所経理課長 未定
借入終
了後10

未定 紙 (研)施設管理部施設管理課 施設管理部施設管理課長 廃棄
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2016年度 営繕Ｇ 契約 平成28年度 建物清掃関係 研究所経理課長 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 (研)施設管理部施設管理課 施設管理部施設管理課長 廃棄 未来研/環研/宇地研

2016年度 営繕Ｇ 委員会 平成28年度 整備委員会・安全衛生委員会（未来研） 研究所経理課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 (研)研究所事務室 施設管理部施設管理課長 廃棄

2016年度 営繕Ｇ 支出
平成28年度 債務計上票（未来材料・システム研究所）
1/4

研究所経理課長 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 (研)事務部倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2016年度 営繕Ｇ 支出
平成28年度 債務計上票（未来材料・システム研究所）
2/4

研究所経理課長 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 (研)事務部倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2016年度 営繕Ｇ 支出
平成28年度 債務計上票（未来材料・システム研究所）
3/4

研究所経理課長 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 (研)事務部倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2016年度 営繕Ｇ 支出
平成28年度 債務計上票（未来材料・システム研究所）
4/4

研究所経理課長 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 (研)事務部倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2016年度 営繕Ｇ 支出 平成28年度 債務計上票（環境医学研究所）1/4 研究所経理課長 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 (研)事務部倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2016年度 営繕Ｇ 支出 平成28年度 債務計上票（環境医学研究所）2/4 研究所経理課長 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 (研)事務部倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2016年度 営繕Ｇ 支出 平成28年度 債務計上票（環境医学研究所）3/4 研究所経理課長 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 (研)事務部倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2016年度 営繕Ｇ 支出 平成28年度 債務計上票（環境医学研究所）4/4 研究所経理課長 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 (研)事務部倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2016年度 営繕Ｇ 支出 平成28年度 債務計上票（宇宙地球環境研究所）1/4 研究所経理課長 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 (研)事務部倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2016年度 営繕Ｇ 支出 平成28年度 債務計上票（宇宙地球環境研究所）2/4 研究所経理課長 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 (研)事務部倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2016年度 営繕Ｇ 支出 平成28年度 債務計上票（宇宙地球環境研究所）3/4 研究所経理課長 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 (研)事務部倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2016年度 営繕Ｇ 支出 平成28年度 債務計上票（宇宙地球環境研究所）4/4 研究所経理課長 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 (研)事務部倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2016年度 営繕Ｇ 支出 平成28年度 債務計上票（ラクオリア創薬科学） 研究所経理課長 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 (研)事務部倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2016年度 営繕Ｇ 支出 平成28年度 債務計上票（ラクオリア医学部） 研究所経理課長 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 (研)事務部倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2016年度 営繕Ｇ 支出 平成28年度 債務計上票（共同教育研究施設地区） 研究所経理課長 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 (研)事務部倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2016年度 営繕Ｇ 支出 平成28年度 債務計上票（リース・借料） 研究所経理課長 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 (研)事務部倉庫 施設管理部施設管理課長 廃棄

2016年度 営繕Ｇ 放射線 平成28年度 放射線管理に係る定期報告について 研究所経理課長 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 (研)研究所事務室 施設管理部施設管理課長 廃棄

2016年度 営繕Ｇ 核燃料
未来材料・システム研究所（J004)
平成28年度 核燃料物質計量管理報告

研究所経理課長 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 (研)研究所事務室 施設管理部施設管理課長 廃棄

2016年度 営繕Ｇ 支出 平成28年度 共研地区守衛業務・光熱水料 研究所経理課長 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 (研)施設管理部施設管理課 施設管理部施設管理課長 廃棄

2016年度 営繕Ｇ 無線局 平成28年度 無線関係 研究所経理課長 未定
事業終
了後10

未定 紙 (研)施設管理部施設管理課 施設管理部施設管理課長 廃棄

2016年度 営繕Ｇ 電話設備 平成28年度 電話工事依頼書類 研究所経理課長 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 (研)研究所事務室 施設管理部施設管理課長 廃棄 未来研/環研/宇地研

2016年度 営繕Ｇ 施設 平成28年度 施設管理関係 1/2 研究所経理課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 (研)研究所事務室 施設管理部施設管理課長 廃棄

2016年度 営繕Ｇ 施設 平成28年度 施設管理関係2/2 研究所経理課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 (研)研究所事務室 施設管理部施設管理課長 廃棄

2016年度 営繕Ｇ 防災 平成28年度 防災関係 研究所経理課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 (研)研究所事務室 施設管理部施設管理課長 廃棄

2016年度 営繕Ｇ 安全 平成28年度 作業環境測定結果報告書 研究所経理課長 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 (研)研究所事務室 施設管理部施設管理課長 廃棄

2016年度 営繕Ｇ 環境 平成28年度 ダイオキシン測定結果報告書　（環医） 研究所経理課長 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 (研)施設管理部施設管理課 施設管理部施設管理課長 廃棄

2016年度 営繕Ｇ 借地
平成28年度 土地等借料・継続等（地球水循環研究セン
ター）

研究所経理課長 未定
借入終
了後10

未定 紙 (研)施設管理部施設管理課 施設管理部施設管理課長 廃棄

2016年度 営繕Ｇ 契約 平成28年度 清掃報告書1/3 研究所経理課長 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 (研)研究所事務室 施設管理部施設管理課長 廃棄 未来研/環研/宇地研

2016年度 営繕Ｇ 契約 平成28年度 清掃報告書2/3 研究所経理課長 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 (研)研究所事務室 施設管理部施設管理課長 廃棄 未来研/環研/宇地研

2016年度 営繕Ｇ 契約 平成28年度 清掃報告書3/3 研究所経理課長 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 (研)研究所事務室 施設管理部施設管理課長 廃棄 未来研/環研/宇地研
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2016年度 営繕Ｇ 契約 平成28年度 廃液関係調書1/2 研究所経理課長 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 (研)研究所事務室 施設管理部施設管理課長 廃棄 未来研/環研/宇地研

2016年度 営繕Ｇ 契約 平成28年度 廃液関係調書2/2 研究所経理課長 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 (研)研究所事務室 施設管理部施設管理課長 廃棄 未来研/環研/宇地研

2016年度 営繕Ｇ 施設 平成28年度 定期点検等報告書1/2 研究所経理課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 (研)研究所事務室 施設管理部施設管理課長 廃棄

2016年度 営繕Ｇ 施設 平成28年度 定期点検等報告書1/2 研究所経理課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 (研)研究所事務室 施設管理部施設管理課長 廃棄

2016年度 営繕Ｇ 施設 平成28年度 消防用設備等点検結果報告書（前期） 研究所経理課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 (研)研究所事務室 施設管理部施設管理課長 廃棄

2016年度 営繕Ｇ 施設 平成28年度 消防用設備等点検結果報告書（後期） 研究所経理課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 (研)研究所事務室 施設管理部施設管理課長 廃棄

2017年度 営繕Ｇ 契約 平成29年度 建物清掃関係 研究所経理課長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 (研)研究所事務室 施設管理部施設管理課長 廃棄 未来研/環研/宇地研

2017年度 営繕Ｇ 委員会 平成29年度 整備委員会・安全衛生委員会（未来研） 研究所経理課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 (研)研究所事務室 施設管理部施設管理課長 廃棄

2017年度 営繕Ｇ 支出
平成29年度 債務計上票（未来材料・システム研究所）
1/3

研究所経理課長 2018/4/1 7年 2025/3/31 紙 (研)研究所事務室 施設管理部施設管理課長 廃棄

2017年度 営繕Ｇ 支出
平成29年度 債務計上票（未来材料・システム研究所）
2/3

研究所経理課長 2018/4/1 7年 2025/3/31 紙 (研)研究所事務室 施設管理部施設管理課長 廃棄

2017年度 営繕Ｇ 支出
平成29年度 債務計上票（未来材料・システム研究所）
3/3

研究所経理課長 2018/4/1 7年 2025/3/31 紙 (研)研究所事務室 施設管理部施設管理課長 廃棄

2017年度 営繕Ｇ 支出 平成29年度 債務計上票（環境医学研究所）1/3 研究所経理課長 2018/4/1 7年 2025/3/31 紙 (研)研究所事務室 施設管理部施設管理課長 廃棄

2017年度 営繕Ｇ 支出 平成29年度 債務計上票（環境医学研究所）2/3 研究所経理課長 2018/4/1 7年 2025/3/31 紙 (研)研究所事務室 施設管理部施設管理課長 廃棄

2017年度 営繕Ｇ 支出 平成29年度 債務計上票（環境医学研究所）3/3 研究所経理課長 2018/4/1 7年 2025/3/31 紙 (研)研究所事務室 施設管理部施設管理課長 廃棄

2017年度 営繕Ｇ 支出 平成29年度 債務計上票（宇宙地球環境研究所）1/2 研究所経理課長 2018/4/1 7年 2025/3/31 紙 (研)研究所事務室 施設管理部施設管理課長 廃棄

2017年度 営繕Ｇ 支出 平成29年度 債務計上票（宇宙地球環境研究所）2/2 研究所経理課長 2018/4/1 7年 2025/3/31 紙 (研)研究所事務室 施設管理部施設管理課長 廃棄

2017年度 営繕Ｇ 支出 平成29年度 債務計上票（ラクオリア創薬科学） 研究所経理課長 2018/4/1 7年 2025/3/31 紙 (研)研究所事務室 施設管理部施設管理課長 廃棄

2017年度 営繕Ｇ 支出 平成29年度 債務計上票（ラクオリア医学部） 研究所経理課長 2018/4/1 7年 2025/3/31 紙 (研)研究所事務室 施設管理部施設管理課長 廃棄

2017年度 営繕Ｇ 支出 平成29年度 債務計上票（共同教育研究施設地区） 研究所経理課長 2018/4/1 7年 2025/3/31 紙 (研)研究所事務室 施設管理部施設管理課長 廃棄

2017年度 営繕Ｇ 支出 平成29年度 債務計上票（リース・借料） 研究所経理課長 2018/4/1 7年 2025/3/31 紙 (研)施設管理部施設管理課 施設管理部施設管理課長 廃棄

2017年度 営繕Ｇ 放射線 平成29年度 放射線管理に係る定期報告について 研究所経理課長 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 (研)研究所事務室 施設管理部施設管理課長 廃棄

2017年度 営繕Ｇ 核燃料
未来材料・システム研究所（J004)
平成29年度 核燃料物質計量管理報告

研究所経理課長 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 (研)施設管理部施設管理課 施設管理部施設管理課長 廃棄

2017年度 営繕Ｇ 支出 平成29年度 共研地区守衛業務・光熱水料 研究所経理課長 2018/4/1 7年 2025/3/31 紙 (研)研究所事務室 施設管理部施設管理課長 廃棄

2017年度 営繕Ｇ 無線局 平成29年度 無線関係 研究所経理課長 未定
事業終
了後10

未定 紙 (研)施設管理部施設管理課 施設管理部施設管理課長 廃棄

2017年度 営繕Ｇ 電話設備 平成29年度 電話工事依頼書類 研究所経理課長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 (研)施設管理部施設管理課 施設管理部施設管理課長 廃棄 未来研/環研/宇地研

2017年度 営繕Ｇ 施設 平成29年度 施設管理関係1/2 研究所経理課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 (研)研究所事務室 施設管理部施設管理課長 廃棄

2017年度 営繕Ｇ 施設 平成29年度 施設管理関係2/2 研究所経理課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 (研)研究所事務室 施設管理部施設管理課長 廃棄

2017年度 営繕Ｇ 防災 平成29年度 防災関係 研究所経理課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 (研)研究所事務室 施設管理部施設管理課長 廃棄

2017年度 営繕Ｇ 安全 平成29年度 作業環境測定結果報告書 研究所経理課長 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 (研)研究所事務室 施設管理部施設管理課長 廃棄

2017年度 営繕Ｇ 環境 平成29年度 ダイオキシン測定結果報告書　（環医） 研究所経理課長 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 (研)研究所事務室 施設管理部施設管理課長 廃棄

2017年度 営繕Ｇ 借地
平成29年度 土地等借料・継続等（地球水循環研究セン
ター）

研究所経理課長 未定
借入終
了後10

未定 紙 (研)研究所事務室 施設管理部施設管理課長 廃棄

2017年度 営繕Ｇ 契約 平成29年度 清掃報告書1/3 研究所経理課長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 (研)研究所事務室 施設管理部施設管理課長 廃棄 未来研/環研/宇地研
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2017年度 営繕Ｇ 契約 平成29年度 清掃報告書2/3 研究所経理課長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 (研)研究所事務室 施設管理部施設管理課長 廃棄 未来研/環研/宇地研

2017年度 営繕Ｇ 契約 平成29年度 清掃報告書3/3 研究所経理課長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 (研)研究所事務室 施設管理部施設管理課長 廃棄 未来研/環研/宇地研

2017年度 営繕Ｇ 契約 平成29年度 廃液関係調書1/2 研究所経理課長 2018/4/1 7年 2025/3/31 紙 (研)研究所事務室 施設管理部施設管理課長 廃棄 未来研/環研/宇地研

2017年度 営繕Ｇ 契約 平成29年度 廃液関係調書2/2 研究所経理課長 2018/4/1 7年 2025/3/31 紙 (研)研究所事務室 施設管理部施設管理課長 廃棄 未来研/環研/宇地研

2017年度 営繕Ｇ 施設 平成29年度 定期点検等報告書1/2 研究所経理課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 (研)研究所事務室 施設管理部施設管理課長 廃棄

2017年度 営繕Ｇ 施設 平成29年度 定期点検等報告書1/2 研究所経理課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 (研)研究所事務室 施設管理部施設管理課長 廃棄

2017年度 営繕Ｇ 施設 平成29年度 消防用設備等点検結果報告書（前期） 研究所経理課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 (研)研究所事務室 施設管理部施設管理課長 廃棄

2017年度 営繕Ｇ 施設 平成29年度 消防用設備等点検結果報告書（後期） 研究所経理課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 (研)研究所事務室 施設管理部施設管理課長 廃棄

2018年度 営繕Ｇ 契約 平成30年度 建物清掃関係 研究所経理課長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 (研)施設管理部施設管理課 施設管理部施設管理課長 廃棄 未来研/環研/宇地研

2018年度 営繕Ｇ 委員会 平成30年度 整備委員会・安全衛生委員会（未来研） 研究所経理課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 (研)施設管理部施設管理課 施設管理部施設管理課長 廃棄

2018年度 営繕Ｇ 支出
平成30年度 債務計上票（未来材料・システム研究所）
1/4

研究所経理課長 2019/4/1 7年 2026/3/31 紙 (研)研究所事務室 施設管理部施設管理課長 廃棄

2018年度 営繕Ｇ 支出
平成30年度 債務計上票（未来材料・システム研究所）
2/4

研究所経理課長 2019/4/1 7年 2026/3/31 紙 (研)研究所事務室 施設管理部施設管理課長 廃棄

2018年度 営繕Ｇ 支出
平成30年度 債務計上票（未来材料・システム研究所）
3/4

研究所経理課長 2019/4/1 7年 2026/3/31 紙 (研)研究所事務室 施設管理部施設管理課長 廃棄

2018年度 営繕Ｇ 支出
平成30年度 債務計上票（未来材料・システム研究所）
4/4

研究所経理課長 2019/4/1 7年 2026/3/31 紙 (研)研究所事務室 施設管理部施設管理課長 廃棄

2018年度 営繕Ｇ 支出 平成30年度 債務計上票（環境医学研究所）1/3 研究所経理課長 2019/4/1 7年 2026/3/31 紙 (研)研究所事務室 施設管理部施設管理課長 廃棄

2018年度 営繕Ｇ 支出 平成30年度 債務計上票（環境医学研究所）2/3 研究所経理課長 2019/4/1 7年 2026/3/31 紙 (研)研究所事務室 施設管理部施設管理課長 廃棄

2018年度 営繕Ｇ 支出 平成30年度 債務計上票（環境医学研究所）3/3 研究所経理課長 2019/4/1 7年 2026/3/31 紙 (研)研究所事務室 施設管理部施設管理課長 廃棄

2018年度 営繕Ｇ 支出 平成30年度 債務計上票（宇宙地球環境研究所）1/2 研究所経理課長 2019/4/1 7年 2026/3/31 紙 (研)研究所事務室 施設管理部施設管理課長 廃棄

2018年度 営繕Ｇ 支出 平成30年度 債務計上票（宇宙地球環境研究所）2/2 研究所経理課長 2019/4/1 7年 2026/3/31 紙 (研)研究所事務室 施設管理部施設管理課長 廃棄

2018年度 営繕Ｇ 支出 平成30年度 債務計上票（共同教育研究施設地区） 研究所経理課長 2019/4/1 7年 2026/3/31 紙 (研)研究所事務室 施設管理部施設管理課長 廃棄

2018年度 営繕Ｇ 支出 平成30年度 債務計上票（リース・借料） 研究所経理課長 2019/4/1 7年 2026/3/31 紙 (研)施設管理部施設管理課 施設管理部施設管理課長 廃棄

2018年度 営繕Ｇ 放射線 平成30年度 放射線管理に係る定期報告について 研究所経理課長 2019/4/1 30年 2049/3/31 紙 (研)施設管理部施設管理課 施設管理部施設管理課長 廃棄

2018年度 営繕Ｇ 支出 平成30年度 共研地区守衛業務・光熱水料 研究所経理課長 2019/4/1 7年 2026/3/31 紙 (研)施設管理部施設管理課 施設管理部施設管理課長 廃棄

2018年度 営繕Ｇ 無線局 平成30年度 無線関係 研究所経理課長 未定
事業終
了後10

未定 紙 (研)施設管理部施設管理課 施設管理部施設管理課長 廃棄

2018年度 営繕Ｇ 電話設備 平成30年度 電話工事依頼書類 研究所経理課長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 (研)施設管理部施設管理課 施設管理部施設管理課長 廃棄 未来研/環研/宇地研

2018年度 営繕Ｇ 施設 平成30年度 施設管理関係1/2 研究所経理課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 (研)施設管理部施設管理課 施設管理部施設管理課長 廃棄

2018年度 営繕Ｇ 施設 平成30年度 施設管理関係2/2 研究所経理課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 (研)施設管理部施設管理課 施設管理部施設管理課長 廃棄

2018年度 営繕Ｇ 防災 平成30年度 防災関係 研究所経理課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 (研)研究所事務室 施設管理部施設管理課長 廃棄

2018年度 営繕Ｇ 安全 平成30年度 作業環境測定結果報告書 研究所経理課長 2019/4/1 30年 2049/3/31 紙 (研)施設管理部施設管理課 施設管理部施設管理課長 廃棄

2018年度 営繕Ｇ 環境 平成30年度 ダイオキシン測定結果報告書　（環医） 研究所経理課長 2019/4/1 30年 2049/3/31 紙 (研)施設管理部施設管理課 施設管理部施設管理課長 廃棄

2018年度 営繕Ｇ 借地
平成30年度 土地等借料・継続等（地球水循環研究セン
ター）

研究所経理課長 未定
借入終
了後10

未定 紙 (研)施設管理部施設管理課 施設管理部施設管理課長 廃棄

2018年度 営繕Ｇ 契約 平成30年度 清掃報告書1/3 研究所経理課長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 (研)研究所事務室 施設管理部施設管理課長 廃棄 未来研/環研/宇地研
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2018年度 営繕Ｇ 契約 平成30年度 清掃報告書2/3 研究所経理課長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 (研)研究所事務室 施設管理部施設管理課長 廃棄 未来研/環研/宇地研

2018年度 営繕Ｇ 契約 平成30年度 清掃報告書3/3 研究所経理課長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 (研)研究所事務室 施設管理部施設管理課長 廃棄 未来研/環研/宇地研

2018年度 営繕Ｇ 契約 平成30年度 廃液関係調書 研究所経理課長 2019/4/1 7年 2026/3/31 紙 (研)研究所事務室 施設管理部施設管理課長 廃棄 未来研/環研/宇地研

2018年度 営繕Ｇ 施設 平成30年度 定期点検等報告書1/2 研究所経理課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 (研)研究所事務室 施設管理部施設管理課長 廃棄

2018年度 営繕Ｇ 施設 平成30年度 定期点検等報告書2/2 研究所経理課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 (研)研究所事務室 施設管理部施設管理課長 廃棄

2018年度 営繕Ｇ 施設 平成30年度 消防用設備等点検結果報告書（前期） 研究所経理課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 (研)研究所事務室 施設管理部施設管理課長 廃棄

2018年度 営繕Ｇ 施設 平成30年度 消防用設備等点検結果報告書（後期） 研究所経理課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 (研)研究所事務室 施設管理部施設管理課長 廃棄

2019年度 営繕Ｇ 契約 令和元年度 建物清掃関係 研究所経理課長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 (研)施設管理部施設管理課 施設管理部施設管理課長 廃棄 未来研/環研/宇地研

2019年度 営繕Ｇ 委員会 令和元年度 安全衛生・整備委員会（未来研） 研究所経理課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 (研)施設管理部施設管理課 施設管理部施設管理課長 廃棄

2019年度 営繕Ｇ 支出
令和元年度 債務計上票（未来材料・システム研究所）
1/4

研究所経理課長 2020/4/1 7年 2027/3/31 紙 (研)施設管理部施設管理課 施設管理部施設管理課長 廃棄

2019年度 営繕Ｇ 支出
令和元年度 債務計上票（未来材料・システム研究所）
2/4

研究所経理課長 2020/4/1 7年 2027/3/31 紙 (研)施設管理部施設管理課 施設管理部施設管理課長 廃棄

2019年度 営繕Ｇ 支出
令和元年度 債務計上票（未来材料・システム研究所）
3/4

研究所経理課長 2020/4/1 7年 2027/3/31 紙 (研)施設管理部施設管理課 施設管理部施設管理課長 廃棄

2019年度 営繕Ｇ 支出
令和元年度 債務計上票（未来材料・システム研究所）
4/4

研究所経理課長 2020/4/1 7年 2027/3/31 紙 (研)施設管理部施設管理課 施設管理部施設管理課長 廃棄

2019年度 営繕Ｇ 支出 令和元年度 債務計上票（環境医学研究所）1/3 研究所経理課長 2020/4/1 7年 2027/3/31 紙 (研)施設管理部施設管理課 施設管理部施設管理課長 廃棄

2019年度 営繕Ｇ 支出 令和元年度 債務計上票（環境医学研究所）2/3 研究所経理課長 2020/4/1 7年 2027/3/31 紙 (研)施設管理部施設管理課 施設管理部施設管理課長 廃棄

2019年度 営繕Ｇ 支出 令和元年度 債務計上票（環境医学研究所）3/3 研究所経理課長 2020/4/1 7年 2027/3/31 紙 (研)施設管理部施設管理課 施設管理部施設管理課長 廃棄

2019年度 営繕Ｇ 支出 令和元年度 債務計上票（宇宙地球環境研究所）1/2 研究所経理課長 2020/4/1 7年 2027/3/31 紙 (研)施設管理部施設管理課 施設管理部施設管理課長 廃棄

2019年度 営繕Ｇ 支出 令和元年度 債務計上票（宇宙地球環境研究所）2/2 研究所経理課長 2020/4/1 7年 2027/3/31 紙 (研)施設管理部施設管理課 施設管理部施設管理課長 廃棄

2019年度 営繕Ｇ 支出 令和元年度 債務計上票（共同教育研究施設地区） 研究所経理課長 2020/4/1 7年 2027/3/31 紙 (研)施設管理部施設管理課 施設管理部施設管理課長 廃棄

2019年度 営繕Ｇ 支出 令和元年度 債務計上票（リース・借料） 研究所経理課長 2020/4/1 7年 2027/3/31 紙 (研)施設管理部施設管理課 施設管理部施設管理課長 廃棄

2019年度 営繕Ｇ 放射線 令和元年度 放射線管理に係る定期報告について 研究所経理課長 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 (研)施設管理部施設管理課 施設管理部施設管理課長 廃棄

2019年度 営繕Ｇ 支出 令和元年度 共研地区守衛業務・光熱水料 研究所経理課長 2020/4/1 7年 2027/3/31 紙 (研)施設管理部施設管理課 施設管理部施設管理課長 廃棄

2019年度 営繕Ｇ 無線局 令和元年度 無線関係 研究所経理課長 未定
事業終
了後10

未定 紙 (研)施設管理部施設管理課 施設管理部施設管理課長 廃棄

2019年度 営繕Ｇ 電話設備 令和元年度 電話工事依頼書類 研究所経理課長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 (研)施設管理部施設管理課 施設管理部施設管理課長 廃棄 未来研/環研/宇地研

2019年度 営繕Ｇ 施設 令和元年度 施設管理関係1/2 研究所経理課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 (研)施設管理部施設管理課 施設管理部施設管理課長 廃棄 未来研/環研/宇地研

2019年度 営繕Ｇ 施設 令和元年度 施設管理関係2/2 研究所経理課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 (研)施設管理部施設管理課 施設管理部施設管理課長 廃棄 未来研/環研/宇地研

2019年度 営繕Ｇ 防災 令和元年度 防災関係 研究所経理課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 (研)施設管理部施設管理課 施設管理部施設管理課長 廃棄

2019年度 営繕Ｇ 安全 令和元年度 作業環境測定結果報告書 研究所経理課長 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 (研)施設管理部施設管理課 施設管理部施設管理課長 廃棄 未来研/環研/宇地研

2019年度 営繕Ｇ 環境
令和元年度 ダイオキシン測定結果報告書　（環境医学研
究所）

研究所経理課長 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 (研)施設管理部施設管理課 施設管理部施設管理課長 廃棄

2019年度 営繕Ｇ 借地 令和元年度 土地等借料・継続等（宇宙地球環境研究所） 研究所経理課長 未定
借入終
了後10

未定 紙 (研)施設管理部施設管理課 施設管理部施設管理課長 廃棄

2019年度 営繕Ｇ 契約 令和元年度 清掃報告書1/3 研究所経理課長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 (研)施設管理部施設管理課 施設管理部施設管理課長 廃棄 未来研/環研/宇地研

2019年度 営繕Ｇ 契約 令和元年度 清掃報告書2/3 研究所経理課長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 (研)施設管理部施設管理課 施設管理部施設管理課長 廃棄 未来研/環研/宇地研
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2019年度 営繕Ｇ 契約 令和元年度 清掃報告書3/3 研究所経理課長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 (研)施設管理部施設管理課 施設管理部施設管理課長 廃棄 未来研/環研/宇地研

2019年度 営繕Ｇ 契約 令和元年度 廃液関係調書 研究所経理課長 2020/4/1 7年 2027/3/31 紙 (研)施設管理部施設管理課 施設管理部施設管理課長 廃棄 未来研/環研/宇地研

2019年度 営繕Ｇ 施設 令和元年度 消防用設備等点検結果報告書（前期） 研究所経理課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 (研)施設管理部施設管理課 施設管理部施設管理課長 廃棄 未来研/環研/宇地研

2019年度 営繕Ｇ 施設 令和元年度 消防用設備等点検結果報告書（後期） 研究所経理課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 (研)施設管理部施設管理課 施設管理部施設管理課長 廃棄 未来研/環研/宇地研

2019年度 営繕Ｇ 入構 令和元年度 定期入構申請書類 研究所経理課長 2020/4/1 1年 2021/3/31 紙 (研)施設管理部施設管理課 施設管理部施設管理課長 廃棄 未来研/環研/宇地研

2019年度 営繕Ｇ 入構 令和元年度 臨時入構申請書類 研究所経理課長 2020/4/1 1年 2021/3/31 紙 (研)施設管理部施設管理課 施設管理部施設管理課長 廃棄 未来研/環研/宇地研

2019年度 営繕Ｇ 施設 令和元年度 警備業務報告書 研究所経理課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 (研)施設管理部施設管理課 施設管理部施設管理課長 廃棄

2000年度 安全衛生 災害 平成12年度　重大災害等報告書 安全衛生掛長 2001/4/1 無期限 - 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

移管

2002年度 安全衛生 会議 平成14年度 廃棄物処理施設運営委員会 安全衛生掛長 2003/4/1 30年 2033/3/31 紙 本部３号館１階
施設管理部環境安全支援
課長

移管

2003年度 安全衛生 会議 平成15年度 廃棄物処理施設運営委員会 安全衛生掛長 2004/4/1 30年 2034/3/31 紙 本部３号館１階
施設管理部環境安全支援
課長

移管

2004年度 安全衛生 会議 平成16年度 東山地区安全衛生委員会 1/2 安全衛生掛長 2005/4/1 30年 2036/3/31 紙 本部３号館１階
施設管理部環境安全支援
課長

移管

2004年度 安全衛生 会議 平成16年度 東山地区安全衛生委員会 2/2 安全衛生掛長 2005/4/1 30年 2036/3/31 紙 本部３号館１階
施設管理部環境安全支援
課長

移管

2004年度 安全衛生 届出 平成16年度 Ｘ線装置　設置・移転・変更・廃止届 安全衛生掛長 2005/4/1 30年 2036/3/31 紙 本部３号館１階
施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2004年度 安全衛生 届出 平成16年度 特定機械等設置届 1/2 安全衛生掛長 2005/4/1 30年 2036/3/31 紙 本部３号館１階
施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2004年度 安全衛生 届出 平成16年度 特定機械等設置届 2/2 安全衛生掛長 2005/4/1 30年 2036/3/31 紙 本部３号館１階
施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2004年度 安全衛生 会議 平成16年度 廃棄物処理施設運営委員会 安全衛生掛長 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 本部３号館１階
施設管理部環境安全支援
課長

移管

2004年度 安全衛生 会議 平成16年度 安全衛生総括委員会 安全衛生掛長 2005/4/1 30年 2034/3/31 紙 本部３号館１階
施設管理部環境安全支援
課長

移管

2005年度 安全衛生 災害
平成17年度　重大災害報告書　（レーザー装置の調査
理学部レーザー事故調査の経過）

安全衛生掛長 2006/4/1 無期限 - 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

移管

2005年度 安全衛生 申請 平成17年度　有機則の一部適用除外認定書 安全衛生掛長 2006/4/1 無期限 - 紙 本部３号館１階
施設管理部環境安全支援
課長

移管

2005年度 安全衛生 会議 平成17年度 東山地区安全衛生委員会 1/2 安全衛生掛長 2006/4/1 30年 2037/3/31 紙 本部３号館１階
施設管理部環境安全支援
課長

移管

2005年度 安全衛生 会議 平成17年度 東山地区安全衛生委員会 2/2 安全衛生掛長 2006/4/1 30年 2037/3/31 紙 本部３号館１階
施設管理部環境安全支援
課長

移管

2005年度 安全衛生 申請 第2回　有機則の一部適用除外認定申請 安全衛生掛長 2006/4/1 30年 2037/3/31 紙 本部３号館１階
施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2005年度 安全衛生 届出 平成17年度 Ｘ線装置　設置・移転・変更・廃止届 安全衛生掛長 2006/4/1 30年 2037/3/31 紙 本部３号館１階
施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2005年度 安全衛生 届出 平成17年度 特定機械等設置届 安全衛生掛長 2006/4/1 30年 2037/3/31 紙 本部３号館１階
施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2005年度 安全衛生 申請 第1回　有機則の一部適用除外認定申請 安全衛生掛長 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 本部３号館１階
施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2005年度 安全衛生 会議 平成17年度 廃棄物処理施設運営委員会 安全衛生掛長 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 本部３号館１階
施設管理部環境安全支援
課長

移管

2005年度 安全衛生 会議 平成17年度 安全衛生総括委員会 安全衛生掛長 2006/4/1 30年 2035/3/31 紙 本部３号館１階
施設管理部環境安全支援
課長

移管

2006年度 安全衛生 申請 平成18年度　有機則の一部適用除外認定書 安全衛生掛長 2007/4/1 無期限 - 紙 本部３号館１階
施設管理部環境安全支援
課長

移管

2006年度 安全衛生 会議
平成18年度 環境安全防災委員会・環境安全衛生推進本
部会議

安全衛生掛長 2007/4/1 30年 2038/3/31 紙 本部３号館１階
施設管理部環境安全支援
課長

移管

2006年度 安全衛生 会議 平成18年度 東山地区安全衛生委員会 安全衛生掛長 2007/4/1 30年 2038/3/31 紙 本部３号館１階
施設管理部環境安全支援
課長

移管

2006年度 安全衛生 申請 第3回　有機則の一部適用除外認定申請 安全衛生掛長 2007/4/1 30年 2038/3/31 紙 本部３号館１階
施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2006年度 安全衛生 届出 平成18年度 Ｘ線装置　設置・移転・変更・廃止届 安全衛生掛長 2007/4/1 30年 2038/3/31 紙 本部３号館１階
施設管理部環境安全支援
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

備考

2006年度 安全衛生 届出 平成18年度 特定機械等設置届 安全衛生掛長 2007/4/1 30年 2038/3/31 紙 本部３号館１階
施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2006年度 安全衛生 会議 平成18年度 環境安全衛生管理室運営委員会 安全衛生掛長 2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 本部３号館１階
施設管理部環境安全支援
課長

移管

2007年度 安全衛生 申請 平成19年度　有機則の一部適用除外認定書 安全衛生掛長 2008/4/1 無期限 - 紙 本部３号館１階
施設管理部環境安全支援
課長

移管

2007年度 安全衛生 会議
平成19年度 環境安全防災委員会・環境安全衛生推進本
部会議

安全衛生掛長 2008/4/1 30年 2039/3/31 紙 本部３号館１階
施設管理部環境安全支援
課長

移管

2007年度 安全衛生 会議 平成19年度 東山地区安全衛生委員会 安全衛生掛長 2008/4/1 30年 2039/3/31 紙 本部３号館１階
施設管理部環境安全支援
課長

移管

2007年度 安全衛生 申請 第4回　有機則の一部適用除外認定申請 安全衛生掛長 2008/4/1 30年 2039/3/31 紙 本部３号館１階
施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2007年度 安全衛生 届出 平成19年度 Ｘ線装置　設置・移転・変更・廃止届 安全衛生掛長 2008/4/1 30年 2039/3/31 紙 本部３号館１階
施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2007年度 安全衛生 届出 平成19年度 特定機械等設置届 安全衛生掛長 2008/4/1 30年 2039/3/31 紙 本部３号館１階
施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2007年度 安全衛生 会議 平成19年度 環境安全衛生管理室運営委員会 安全衛生掛長 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 本部３号館１階
施設管理部環境安全支援
課長

移管

2007年度 安全衛生 会議 平成19年度　七大学安全衛生管理担当者協議会 安全衛生掛長 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

移管

2008年度 安全衛生 申請 平成20年度　有機則の一部適用除外認定書 安全衛生掛長 2009/4/1 無期限 - 紙 本部３号館１階
施設管理部環境安全支援
課長

移管

2008年度 安全衛生 会議
平成20年度 環境安全防災委員会・環境安全衛生推進本
部会議

安全衛生掛長 2009/4/1 30年 2040/3/31 紙 本部３号館１階
施設管理部環境安全支援
課長

移管

2008年度 安全衛生 会議 平成20年度 東山地区安全衛生委員会 安全衛生掛長 2009/4/1 30年 2040/3/31 紙 本部３号館１階
施設管理部環境安全支援
課長

移管

2008年度 安全衛生 申請 第5回　有機則の一部適用除外認定申請 安全衛生掛長 2009/4/1 30年 2040/3/31 紙 本部３号館１階
施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2008年度 安全衛生 届出 平成20年度 Ｘ線装置　設置・移転・変更・廃止届 安全衛生掛長 2009/4/1 30年 2040/3/31 紙 本部３号館１階
施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2008年度 安全衛生 届出 平成20年度 特定機械等設置届 安全衛生掛長 2009/4/1 30年 2040/3/31 紙 本部３号館１階
施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2008年度 安全衛生 会議 平成20年度 インフルエンザ対策検討委員会 安全衛生掛長 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 本部３号館１階
施設管理部環境安全支援
課長

移管

2008年度 安全衛生 届出 平成20年度　安全衛生関係届出 安全衛生掛長 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2008年度 安全衛生 会議 平成20年度 環境安全衛生管理室運営委員会 安全衛生掛長 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 本部３号館１階
施設管理部環境安全支援
課長

移管

2008年度 安全衛生 会議 平成20年度　七大学安全衛生管理担当者協議会 安全衛生掛長 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

移管

2008年度 安全衛生 会議 平成20年度　東海北陸地区大学安全衛生連絡会 1/2 安全衛生掛長 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

移管

2008年度 安全衛生 会議 平成20年度　東海北陸地区大学安全衛生連絡会 2/2 安全衛生掛長 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

移管

2009年度 安全衛生 申請 平成21年度　有機則の一部適用除外認定書 安全衛生掛長 2010/4/1 無期限 - 紙 本部３号館１階
施設管理部環境安全支援
課長

移管

2009年度 安全衛生 資格
平成21年度　労働安全衛生法による免許証・技能講習修
了書（写）

安全衛生掛長 2010/4/1 無期限 - 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

移管

2009年度 安全衛生 会議
平成21年度 環境安全防災委員会・環境安全衛生推進本
部会議

安全衛生掛長 2010/4/1 30年 2041/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

移管

2009年度 安全衛生 会議 平成21年度 東山地区安全衛生委員会 安全衛生掛長 2010/4/1 30年 2041/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

移管

2009年度 安全衛生 申請 第6回　有機則の一部適用除外認定申請 安全衛生掛長 2010/4/1 30年 2041/3/31 紙 本部３号館１階
施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2009年度 安全衛生 届出 平成21年度 Ｘ線装置　設置・移転・変更・廃止届 安全衛生掛長 2010/4/1 30年 2041/3/31 紙 本部３号館１階
施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2009年度 安全衛生 届出 平成21年度 特定機械等設置届 安全衛生掛長 2010/4/1 30年 2041/3/31 紙 本部３号館１階
施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2009年度 安全衛生 会議 平成21年度 インフルエンザ対策検討委員会 安全衛生掛長 2010/4/1 30年 2040/3/31 紙 本部３号館１階
施設管理部環境安全支援
課長

移管

2009年度 安全衛生 届出 平成21年度　安全衛生関係届出 安全衛生掛長 2010/4/1 30年 2040/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2009年度 安全衛生 報告・記録
平成21年度　感染症　（資料　感染症情報（新型インフル
エンザ）） 4/5

安全衛生掛長 2010/4/1 30年 2040/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄
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2009年度 安全衛生 報告・記録 平成21年度　感染症　（新型インフルエンザ対策） 1/5 安全衛生掛長 2010/4/1 30年 2040/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2009年度 安全衛生 報告・記録 平成21年度　感染症　（新型インフルエンザ対策） 2/5 安全衛生掛長 2010/4/1 30年 2040/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2009年度 安全衛生 報告・記録 平成21年度　感染症　（新型インフルエンザ対策） 3/5 安全衛生掛長 2010/4/1 30年 2040/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2009年度 安全衛生 報告・記録 平成21年度　感染症 5/5 安全衛生掛長 2010/4/1 30年 2040/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2009年度 安全衛生 会議 平成21年度 環境安全衛生管理室運営委員会 安全衛生掛長 2010/4/1 30年 2040/3/31 紙 本部３号館１階
施設管理部環境安全支援
課長

移管

2009年度 安全衛生 会議 平成21年度　七大学安全衛生管理担当者協議会 安全衛生掛長 2010/4/1 30年 2040/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

移管

2009年度 安全衛生 会議 平成21年度　東海北陸地区大学安全衛生連絡会 安全衛生掛長 2010/4/1 30年 2040/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

移管

2010年度 安全衛生 申請 平成22年度　有機則の一部適用除外認定書 安全衛生掛長 2011/4/1 無期限 - 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

移管

2010年度 安全衛生 資格
平成22年度　労働安全衛生法による免許証・技能講習修
了書（写）

安全衛生掛長 2011/4/1 無期限 - 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

移管

2010年度 安全衛生 会議
平成22年度 環境安全防災委員会・環境安全衛生推進本
部会議

安全衛生掛長 2011/4/1 30年 2042/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

移管

2010年度 安全衛生 会議 平成22年度 東山地区安全衛生委員会 安全衛生掛長 2011/4/1 30年 2042/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

移管

2010年度 安全衛生 申請 第7回　有機則の一部適用除外認定申請 安全衛生掛長 2011/4/1 30年 2042/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2010年度 安全衛生 届出 平成22年度 Ｘ線装置　設置・移転・変更・廃止届 安全衛生掛長 2011/4/1 30年 2042/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2010年度 安全衛生 届出 平成22年度 特定機械等設置届 安全衛生掛長 2011/4/1 30年 2042/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2010年度 安全衛生 届出 平成22年度　安全衛生関係届出 安全衛生掛長 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2010年度 安全衛生 報告・記録 平成22年度　感染症 安全衛生掛長 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2010年度 安全衛生 会議 平成22年度 環境安全衛生管理室運営委員会 安全衛生掛長 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

移管

2010年度 安全衛生 会議 平成22年度　七大学安全衛生管理担当者協議会 安全衛生掛長 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

移管

2010年度 安全衛生 会議 平成22年度　東海北陸地区大学安全衛生連絡会 安全衛生掛長 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

移管

2010年度 安全衛生 会議
平成22年度　WG資料・議事録　（化学物質の一元管理に
関する検討WG）

安全衛生掛長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

移管

2010年度 安全衛生 会議 平成22年度　WG資料・議事録　（喫煙対策） 安全衛生掛長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

移管

2010年度 安全衛生 報告・記録 平成22年度　安全衛生関係通知・調査・資料 1/4 安全衛生掛長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2010年度 安全衛生 報告・記録 平成22年度　安全衛生関係通知・調査・資料 2/4 安全衛生掛長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2010年度 安全衛生 報告・記録 平成22年度　安全衛生関係通知・調査・資料 3/4 安全衛生掛長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2010年度 安全衛生 報告・記録 平成22年度　安全衛生関係通知・調査・資料 4/4 安全衛生掛長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2010年度 安全衛生 報告・記録 平成22年度　化学物質安全点検 安全衛生掛長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2011年度 安全衛生 災害
平成23年度　重大災害等報告書　（病院放射線被ばく事
故調査対策委員会）

安全衛生掛長 2012/4/1 無期限 - 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

移管

2011年度 安全衛生 申請 平成23年度　有機則の一部適用除外認定書 安全衛生掛長 2012/4/1 無期限 - 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

移管

2011年度 安全衛生 資格
平成23年度　労働安全衛生法による免許証・技能講習修
了書（写）

安全衛生掛長 2012/4/1 無期限 - 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

移管

2011年度 安全衛生 申請 第8回　有機則の一部適用除外認定申請 安全衛生掛長 2012/4/1 30年 2043/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2011年度 安全衛生 会議 平成23年度 環境安全衛生推進本部会議 安全衛生掛長 2012/4/1 30年 2043/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

移管

2011年度 安全衛生 会議 平成23年度 東山地区安全衛生委員会 安全衛生掛長 2012/4/1 30年 2043/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

移管
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2011年度 安全衛生 届出 平成22年度 Ｘ線装置　設置・移転・変更・廃止届 安全衛生掛長 2012/4/1 30年 2043/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2011年度 安全衛生 届出 平成23年度 特定機械等設置届 安全衛生掛長 2012/4/1 30年 2043/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2011年度 安全衛生 届出 平成23年度　安全衛生関係届出 安全衛生掛長 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2011年度 安全衛生 会議 平成23年度　七大学安全衛生管理担当者協議会 安全衛生掛長 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

移管

2011年度 安全衛生 会議 平成23年度　東海北陸地区大学安全衛生研究会 安全衛生掛長 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2011年度 安全衛生 教育 平成23年度 安全・衛生講習会 安全衛生掛長 2012/4/1 10年 2023/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2011年度 安全衛生 会議 平成23年度　WG資料・議事録　（喫煙対策） 安全衛生掛長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

移管

2011年度 安全衛生 会議
平成23年度　WG資料・議事録　（実験室危険性表示検討
WG）

安全衛生掛長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

移管

2011年度 安全衛生 報告・記録 平成23年度　安全衛生関係通知・調査・資料 安全衛生掛長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2011年度 安全衛生 報告・記録 平成23年度　安全衛生関係通知・調査・資料 安全衛生掛長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2011年度 安全衛生 報告・記録 平成23年度　安全衛生関係通知・調査・資料 安全衛生掛長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2011年度 安全衛生 報告・記録 平成23年度　化学物質安全点検 安全衛生掛長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2011年度 安全衛生 届出 平成23年度 PRTR届出 安全衛生掛長 2012/4/1 10年 2021/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2011年度 安全衛生 選任 平成23年度 衛生管理者・産業医等選任報告 安全衛生掛長 2012/4/1 10年 2021/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2011年度 安全衛生 点検記録 平成23年度 局所排気装置の定期自主検査記録 安全衛生掛長 2012/4/1 10年 2021/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2011年度 安全衛生 点検記録 平成23年度 局所排気装置の定期自主検査記録 安全衛生掛長 2012/4/1 10年 2021/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2011年度 安全衛生 点検記録 平成23年度 局所排気装置の定期自主検査記録 安全衛生掛長 2012/4/1 10年 2021/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2011年度 安全衛生 点検記録 平成23年度 局所排気装置の定期自主検査記録 安全衛生掛長 2012/4/1 10年 2021/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2011年度 安全衛生 災害 平成23年度 災害報告書 安全衛生掛長 2012/4/1 10年 2021/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2011年度 安全衛生 選任 平成23年度 作業主任者選任 安全衛生掛長 2012/4/1 10年 2021/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2011年度 安全衛生 資格 平成23年度 資格取得 安全衛生掛長 2012/4/1 10年 2021/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2011年度 安全衛生 点検記録 平成23年度 巡視記録簿 安全衛生掛長 2012/4/1 10年 2021/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2011年度 安全衛生 教育 平成23年度 年度当初の安全・衛生教育 安全衛生掛長 2012/4/1 10年 2021/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2012年度 安全衛生 申請 平成24年度　有機則の一部適用除外認定書 安全衛生掛長 2013/4/1 無期限 - 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

移管

2012年度 安全衛生 資格
平成24年度　労働安全衛生法による免許証・技能講習修
了書（写）

安全衛生掛長 2013/4/1 無期限 - 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

移管

2012年度 安全衛生 指導書 名古屋東労働基準監督署指導書 安全衛生掛長 2013/4/1 無期限 - 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

移管

2012年度 安全衛生 届出 平成24年度　安全衛生関係届出 安全衛生掛長 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2012年度 安全衛生 会議 平成24年度 環境安全衛生推進本部会議 安全衛生掛長 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

移管

2012年度 安全衛生 会議 平成24年度　七大学安全衛生管理担当者協議会 安全衛生掛長 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

移管

2012年度 安全衛生 会議 平成24年度　東海北陸地区大学安全衛生担当者連絡会 安全衛生掛長 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2012年度 安全衛生 会議 平成24年度 東山地区安全衛生委員会 安全衛生掛長 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

移管

2012年度 安全衛生 届出 平成24年度 特定機械等設置届 安全衛生掛長 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄
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2012年度 安全衛生 会議 平成24年度　WG資料・議事録　（喫煙対策） 安全衛生掛長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

移管

2012年度 安全衛生 会議
平成24年度　WG資料・議事録　（実験室危険性表示検討
WG）

安全衛生掛長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

移管

2012年度 安全衛生 報告・記録 平成24年度　安全衛生関係通知・調査・資料 安全衛生掛長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2012年度 安全衛生 報告・記録 平成24年度　化学物質安全点検 安全衛生掛長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2012年度 安全衛生 届出 平成24年度 PRTR届出 安全衛生掛長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2012年度 安全衛生 教育 平成24年度 安全・衛生講習会 安全衛生掛長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2012年度 安全衛生 選任 平成24年度 衛生管理者・産業医等選任報告 安全衛生掛長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2012年度 安全衛生 点検記録 平成24年度 局所排気装置の定期自主検査記録 安全衛生掛長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2012年度 安全衛生 点検記録 平成24年度 局所排気装置の定期自主検査記録 安全衛生掛長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2012年度 安全衛生 点検記録 平成24年度 局所排気装置の定期自主検査記録 安全衛生掛長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2012年度 安全衛生 災害 平成24年度 災害報告書 安全衛生掛長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2012年度 安全衛生 選任 平成24年度 作業主任者選任 安全衛生掛長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2012年度 安全衛生 資格 平成24年度 資格関係（衛生管理者・作業環境測定士） 安全衛生掛長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2012年度 安全衛生 教育 平成24年度 年度当初の安全・衛生教育 安全衛生掛長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2013年度 安全衛生 資格
平成25年度　労働安全衛生法による免許証・技能講習修
了書（写）

安全衛生掛長 2014/4/1 無期限 - 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

移管

2013年度 安全衛生 指導書 名古屋東労働基準監督署指導書 安全衛生掛長 2014/4/1 無期限 - 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

移管

2013年度 安全衛生 届出 平成25年度　安全衛生関係届出 安全衛生掛長 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2013年度 安全衛生 会議 平成25年度 環境安全衛生推進本部会議 安全衛生掛長 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

移管

2013年度 安全衛生 会議 平成25年度　七大学安全衛生管理担当者協議会 安全衛生掛長 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

移管

2013年度 安全衛生 会議 平成25年度　東海北陸地区大学安全衛生担当者連絡会 安全衛生掛長 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2013年度 安全衛生 会議 平成25年度 東山地区安全衛生委員会 安全衛生掛長 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

移管

2013年度 安全衛生 届出 平成25年度 特定機械等設置届 安全衛生掛長 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2013年度 安全衛生 会議 平成25年度　WG資料・議事録　（喫煙対策） 安全衛生掛長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

移管

2013年度 安全衛生 会議
平成25年度　WG資料・議事録　（実験室危険性表示検討
WG）

安全衛生掛長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

移管

2013年度 安全衛生 報告・記録 平成25年度　安全衛生関係通知・調査・資料 安全衛生掛長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2013年度 安全衛生 報告・記録 平成25年度　化学物質安全点検 安全衛生掛長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2013年度 安全衛生 届出 平成25年度 PRTR届出 安全衛生掛長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2013年度 安全衛生 教育 平成25年度 安全・衛生講習会 安全衛生掛長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2013年度 安全衛生 選任 平成25年度 衛生管理者・産業医等選任報告 安全衛生掛長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2013年度 安全衛生 点検記録 平成25年度 局所排気装置の定期自主検査記録 安全衛生掛長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2013年度 安全衛生 災害 平成25年度 事故・災害報告書 安全衛生掛長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2013年度 安全衛生 選任 平成25年度 作業主任者選任 安全衛生掛長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄
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2013年度 安全衛生 資格 平成25年度 資格関係（衛生管理者・作業環境測定士） 安全衛生掛長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2013年度 安全衛生 教育 平成25年度 年度当初の安全・衛生教育 安全衛生掛長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2014年度 安全衛生 資格
平成26年度　労働安全衛生法による免許証・技能講習修
了書（写）

安全衛生掛長 2015/4/1 無期限 - 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

移管

2014年度 安全衛生 指導書 名古屋東労働基準監督署指導書 安全衛生掛長 2015/4/1 無期限 - 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

移管

2014年度 安全衛生 教育 名古屋大学局所排気装置等定期自主検査者講習 安全衛生掛長 2015/4/1 無期限 - 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

移管

2015年度 安全衛生 届出 平成27年度 Ｘ線装置　設置・移転・変更・廃止届 安全衛生掛長 2015/4/1 30年 2046/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2014年度 安全衛生 届出 平成26年度　安全衛生関係届出 安全衛生掛長 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2014年度 安全衛生 会議 平成26年度 環境安全衛生推進本部会議 安全衛生掛長 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

移管

2014年度 安全衛生 会議 平成26年度　七大学安全衛生管理担当者協議会 安全衛生掛長 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

移管

2014年度 安全衛生 会議 平成26年度　東海北陸地区大学安全衛生担当者連絡会 安全衛生掛長 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2014年度 安全衛生 会議 平成26年度 東山地区安全衛生委員会 安全衛生掛長 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

移管

2014年度 安全衛生 届出 平成26年度 特定機械等設置届 安全衛生掛長 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2014年度 安全衛生 会議 平成26年度　WG資料・議事録　（喫煙対策） 安全衛生掛長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

移管

2014年度 安全衛生 報告・記録 平成26年度　安全衛生関係通知・調査・資料 安全衛生掛長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2014年度 安全衛生 報告・記録 平成26年度　化学物質安全点検 安全衛生掛長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2014年度 安全衛生 会議 大学等環境安全協議会 安全衛生掛長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

移管

2014年度 安全衛生 届出 平成26年度 PRTR届出 安全衛生掛長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2014年度 安全衛生 教育 平成26年度 安全・衛生講習会 安全衛生掛長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2014年度 安全衛生 選任 平成26年度 衛生管理者・産業医等選任報告 安全衛生掛長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2014年度 安全衛生 点検記録 平成26年度 局所排気装置の定期自主検査記録 安全衛生掛長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2014年度 安全衛生 災害 平成26年度 事故・災害報告書 安全衛生掛長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2014年度 安全衛生 選任 平成26年度 作業主任者選任 安全衛生掛長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2014年度 安全衛生 資格 平成26年度 資格関係（衛生管理者・作業環境測定士） 安全衛生掛長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2014年度 安全衛生 教育 平成26年度 年度当初の安全・衛生教育 安全衛生掛長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2015年度 安全衛生 資格
平成27年度　労働安全衛生法による免許証・技能講習修
了書（写）

安全衛生掛長 2016/4/1 無期限 - 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

移管

2015年度 安全衛生 指導書 名古屋東労働基準監督署指導書 安全衛生掛長 2016/4/1 無期限 - 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

移管

2015年度 安全衛生 教育 名古屋大学局所排気装置等定期自主検査者講習 安全衛生掛長 2016/4/1 無期限 - 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

移管

2015年度 安全衛生 届出 平成27年度　安全衛生関係届出 安全衛生掛長 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2015年度 安全衛生 会議 平成27年度 環境安全衛生推進本部会議 安全衛生掛長 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

移管

2015年度 安全衛生 会議 平成27年度　七大学安全衛生管理担当者協議会 安全衛生掛長 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

移管

2015年度 安全衛生 会議 平成27年度　東海北陸地区大学安全衛生担当者連絡会 安全衛生掛長 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2015年度 安全衛生 会議 平成27年度 東山地区安全衛生委員会 安全衛生掛長 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

移管
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2015年度 安全衛生 届出 平成27年度 特定機械等設置届 安全衛生掛長 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2015年度 安全衛生 会議 平成27年度　WG資料・議事録　（喫煙対策） 安全衛生掛長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

移管

2015年度 安全衛生 報告・記録 平成27年度　安全衛生関係通知・調査・資料 安全衛生掛長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2015年度 安全衛生 報告・記録 平成27年度　化学物質安全点検 安全衛生掛長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2015年度 安全衛生 届出 平成27年度 PRTR届出 安全衛生掛長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2015年度 安全衛生 教育 平成27年度 安全・衛生講習会 安全衛生掛長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2015年度 安全衛生 選任 平成27年度 衛生管理者・産業医等選任報告 安全衛生掛長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2015年度 安全衛生 点検記録 平成27年度 局所排気装置の定期自主検査記録 安全衛生掛長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2015年度 安全衛生 災害 平成27年度 事故・災害報告書 安全衛生掛長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2015年度 安全衛生 選任 平成27年度 作業主任者選任 安全衛生掛長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2015年度 安全衛生 資格 平成27年度 資格関係（衛生管理者・作業環境測定士） 安全衛生掛長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2015年度 安全衛生 教育 平成27年度 年度当初の安全・衛生教育 安全衛生掛長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2015年度 安全衛生 会議 大学等環境安全協議会 安全衛生掛長 2016/4/1 10年 2025/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

移管

2015年度 総務 兼業 兼業等綴り 安全衛生掛長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2015年度 財務 科研費 平成27年度科学研究費関係綴り 安全衛生掛長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2016年度 安全衛生 資格
平成28年度　労働安全衛生法による免許証・技能講習修
了書（写）

安全衛生係長 2017/4/1 無期限 - 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

移管

2016年度 安全衛生 教育 名古屋大学局所排気装置等定期自主検査者講習 安全衛生係長 2017/4/1 無期限 - 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

移管

2016年度 安全衛生 届出 平成28年度 Ｘ線装置　設置・移転・変更・廃止届 安全衛生係長 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2016年度 安全衛生 届出 平成28年度　安全衛生関係届出 安全衛生係長 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2016年度 安全衛生 会議 平成28年度 環境安全衛生推進本部会議 安全衛生係長 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

移管

2016年度 安全衛生 会議 平成28年度　七大学安全衛生管理担当者協議会 安全衛生係長 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

移管

2016年度 安全衛生 会議 平成28年度　東海北陸地区大学安全衛生担当者連絡会 安全衛生係長 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2016年度 安全衛生 会議 平成28年度 東山地区安全衛生委員会 安全衛生係長 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

移管

2016年度 安全衛生 届出 平成28年度 特定機械等設置届 安全衛生係長 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2016年度 安全衛生 届出 平成28年度 PRTR届出 安全衛生係長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2016年度 安全衛生 教育 平成28年度 安全・衛生講習会 安全衛生係長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2016年度 安全衛生 報告・記録 平成28年度　安全衛生関係通知・調査・資料 安全衛生係長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2016年度 安全衛生 選任 平成28年度 衛生管理者・産業医等選任報告 安全衛生係長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2016年度 安全衛生 報告・記録 平成28年度　化学物質安全点検 安全衛生係長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2016年度 安全衛生 点検記録 平成28年度 局所排気装置の定期自主検査記録 安全衛生係長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2016年度 安全衛生 災害 平成28年度 事故・災害報告書 安全衛生係長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2016年度 安全衛生 選任 平成28年度 作業主任者選任 安全衛生係長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄
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2016年度 安全衛生 資格 平成28年度 資格関係（衛生管理者・作業環境測定士） 安全衛生係長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2016年度 安全衛生 教育 平成28年度 年度当初の安全・衛生教育 安全衛生係長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2017年度 安全衛生 資格
平成29年度　労働安全衛生法による免許証・技能講習修
了書（写）

安全衛生係長 2018/4/1 無期限 - 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

移管

2017年度 安全衛生 教育 名古屋大学局所排気装置等定期自主検査者講習 安全衛生係長 2018/4/1 無期限 - 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

移管

2017年度 安全衛生 届出 平成29年度 Ｘ線装置　設置・移転・変更・廃止届 安全衛生係長 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2017年度 安全衛生 届出 平成29年度　安全衛生関係届出 安全衛生係長 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2017年度 安全衛生 会議 平成29年度 環境安全衛生推進本部会議 安全衛生係長 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

移管

2017年度 安全衛生 会議 平成29年度　七大学安全衛生管理担当者協議会 安全衛生係長 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

移管

2017年度 安全衛生 会議 平成29年度　東海北陸地区大学安全衛生担当者連絡会 安全衛生係長 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2017年度 安全衛生 会議 平成29年度 東山地区安全衛生委員会 安全衛生係長 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

移管

2017年度 安全衛生 届出 平成29年度 特定機械等設置届 安全衛生係長 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2017年度 安全衛生 届出 平成29年度 PRTR届出 安全衛生係長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2017年度 安全衛生 教育 平成29年度 安全・衛生講習会 安全衛生係長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2017年度 安全衛生 報告・記録 平成29年度　安全衛生関係通知・調査・資料 安全衛生係長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2017年度 安全衛生 選任 平成29年度 衛生管理者・産業医等選任報告 安全衛生係長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2017年度 安全衛生 報告・記録 平成29年度　化学物質安全点検 安全衛生係長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2017年度 安全衛生 点検記録 平成29年度 局所排気装置の定期自主検査記録 安全衛生係長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2017年度 安全衛生 災害 平成29年度 事故・災害報告書 安全衛生係長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2017年度 安全衛生 選任 平成29年度 作業主任者選任 安全衛生係長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2017年度 安全衛生 資格 平成29年度 資格関係（衛生管理者・作業環境測定士） 安全衛生係長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2017年度 安全衛生 教育 平成29年度 年度当初の安全・衛生教育 安全衛生係長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2017年度 安全衛生 服務 平成29年度　旅行命令（依頼）簿 安全衛生係長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2017年度 施設管理 服務 休暇簿(H29) 環境安全支援課長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2017年度 施設管理 服務 出勤簿(H29) 環境安全支援課長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2018年度 安全衛生 資格
平成30年度　労働安全衛生法による免許証・技能講習修
了書（写）

安全衛生係長 2019/4/1 無期限 - 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

移管

2018年度 安全衛生 教育 名古屋大学局所排気装置等定期自主検査者講習 安全衛生係長 2019/4/1 無期限 - 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

移管

2019年度 安全衛生 届出 平成30年度 Ｘ線装置　設置・移転・変更・廃止届 安全衛生係長 2019/4/1 30年 2049/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2019年度 安全衛生 届出 平成30年度　安全衛生関係届出 安全衛生係長 2019/4/1 30年 2049/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2019年度 安全衛生 会議 平成29年度 環境安全衛生推進本部会議 安全衛生係長 2019/4/1 30年 2049/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

移管

2019年度 安全衛生 会議 平成30年度　七大学安全衛生管理担当者協議会 安全衛生係長 2019/4/1 30年 2049/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

移管

2019年度 安全衛生 会議 平成30年度　東海北陸地区大学安全衛生担当者連絡会 安全衛生係長 2019/4/1 30年 2049/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2019年度 安全衛生 会議 平成30年度 東山地区安全衛生委員会 安全衛生係長 2019/4/1 30年 2049/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

移管
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2019年度 安全衛生 届出 平成30年度 特定機械等設置届 安全衛生係長 2019/4/1 30年 2049/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2019年度 安全衛生 届出 平成30年度 PRTR届出 安全衛生係長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2019年度 安全衛生 教育 平成30年度 安全・衛生講習会 安全衛生係長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2019年度 安全衛生 報告・記録 平成30年度　安全衛生関係通知・調査・資料 安全衛生係長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2019年度 安全衛生 選任 平成30年度 衛生管理者・産業医等選任報告 安全衛生係長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2019年度 安全衛生 報告・記録 平成30年度　化学物質安全点検 安全衛生係長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2019年度 安全衛生 点検記録 平成30年度 局所排気装置の定期自主検査記録 安全衛生係長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2019年度 安全衛生 災害 平成30年度 事故・災害報告書 安全衛生係長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2019年度 安全衛生 選任 平成30年度 作業主任者選任 安全衛生係長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2019年度 安全衛生 資格 平成30年度 資格関係（衛生管理者・作業環境測定士） 安全衛生係長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2019年度 安全衛生 教育 平成30年度 年度当初の安全・衛生教育 安全衛生係長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2019年度 安全衛生 服務 平成30年度　旅行命令（依頼）簿 安全衛生係長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2018年度 施設管理 服務 休暇簿(H30) 環境安全支援課長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2018年度 施設管理 服務 出勤簿(H30) 環境安全支援課長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2020年度 安全衛生 資格
平成31年度/令和元年度　労働安全衛生法による免許
証・技能講習修了書（写）

安全衛生係長 2020/4/1 無期限 - 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

移管

2020年度 安全衛生 教育 名古屋大学局所排気装置等定期自主検査者講習 安全衛生係長 2020/4/1 無期限 - 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

移管

2020年度 安全衛生 届出
平成31年度/令和元年度　Ｘ線装置　設置・移転・変更・廃
止届

安全衛生係長 2020/4/1 30年 2059/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2020年度 安全衛生 届出 平成31年度/令和元年度　安全衛生関係届出 安全衛生係長 2020/4/1 30年 2059/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2020年度 安全衛生 会議 平成31年度/令和元年度　環境安全衛生推進本部会議 安全衛生係長 2020/4/1 30年 2059/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

移管

2020年度 安全衛生 会議
平成31年度/令和元年度　七大学安全衛生管理担当者
協議会

安全衛生係長 2020/4/1 30年 2059/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

移管

2020年度 安全衛生 会議
平成31年度/令和元年度　東海北陸地区大学安全衛生
担当者連絡会

安全衛生係長 2020/4/1 30年 2059/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2020年度 安全衛生 会議 平成31年度/令和元年度　東山地区安全衛生委員会 安全衛生係長 2020/4/1 30年 2059/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

移管

2020年度 安全衛生 届出 平成31年度/令和元年度　特定機械等設置届 安全衛生係長 2020/4/1 30年 2059/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2020年度 安全衛生 届出 平成31年度/令和元年度　PRTR届出 安全衛生係長 2020/4/1 10年 2039/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2020年度 安全衛生 教育 平成31年度/令和元年度　安全・衛生講習会 安全衛生係長 2020/4/1 10年 2039/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2020年度 安全衛生 報告・記録
平成31年度/令和元年度　安全衛生関係通知・調査・資
料

安全衛生係長 2020/4/1 10年 2039/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2020年度 安全衛生 選任
平成31年度/令和元年度　衛生管理者・産業医等選任報
告

安全衛生係長 2020/4/1 10年 2039/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2020年度 安全衛生 報告・記録 平成31年度/令和元年度　化学物質安全点検 安全衛生係長 2020/4/1 10年 2039/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2020年度 安全衛生 点検記録
平成31年度/令和元年度　局所排気装置の定期自主検
査記録

安全衛生係長 2020/4/1 10年 2039/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2020年度 安全衛生 災害 平成31年度/令和元年度　事故・災害報告書 安全衛生係長 2020/4/1 10年 2039/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2020年度 安全衛生 選任 平成31年度/令和元年度　作業主任者選任 安全衛生係長 2020/4/1 10年 2039/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2020年度 安全衛生 資格
平成31年度/令和元年度　資格関係（衛生管理者・作業
環境測定士）

安全衛生係長 2020/4/1 10年 2039/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄
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2020年度 安全衛生 教育 平成31年度/令和元年度　年度当初の安全・衛生教育 安全衛生係長 2020/4/1 10年 2039/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2020年度 安全衛生 服務 平成31年度/令和元年度　旅行命令（依頼）簿 安全衛生係長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2019年度 施設管理 服務 休暇簿(平成31年度/令和元年度　) 環境安全支援課長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2019年度 施設管理 服務 出勤簿(平成31年度/令和元年度　) 環境安全支援課長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2013年度 環境管理 契約 平成25年度 契約伺等　包括契約 環境安全支援課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2013年度 環境管理 契約 平成25年度 契約伺等　緑地保全 環境安全支援課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2015年度 環境管理 契約 平成27年度 契約伺等　廃棄物 環境安全支援課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2014年度 環境管理 契約 平成27年度 契約伺等　その他 環境安全支援課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2004年度 環境管理 災害 災害時の協定 環境管理掛長 2005/4/1 無期限 - 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

移管

2008年度 環境管理 報告 平成20～22年度　事故報告 環境管理掛長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙
高等総合研究館
B1倉庫

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2009年度 環境管理 管理 平成21年度 防火管理台帳 1/3 環境管理掛長 2010/4/1 無期限 - 紙
高等総合研究館
B1倉庫

施設管理部環境安全支援
課長

移管

2009年度 環境管理 管理 平成21年度 防火管理台帳 2/3 環境管理掛長 2010/4/1 無期限 - 紙
高等総合研究館
B1倉庫

施設管理部環境安全支援
課長

移管

2009年度 環境管理 管理 平成21年度 防火管理台帳 3/3 環境管理掛長 2010/4/1 無期限 - 紙
高等総合研究館
B1倉庫

施設管理部環境安全支援
課長

移管

2010年度 環境管理 管理 平成22年度 防火管理台帳 環境管理掛長 2011/4/1 無期限 - 紙
高等総合研究館
B1倉庫

施設管理部環境安全支援
課長

移管

2011年度 環境管理 報告・記録 鍵管理簿 1/2 環境管理掛長 2012/4/1 無期限 - 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

移管

2011年度 環境管理 報告・記録 鍵管理簿 2/2 環境管理掛長 2012/4/1 無期限 - 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

移管

2011年度 環境管理 報告 平成23年度 事故報告 環境管理掛長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙
高等総合研究館
B1倉庫

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2011年度 環境管理 管理 平成23年度 防火管理台帳 環境管理掛長 2012/4/1 無期限 - 紙
高等総合研究館
B1倉庫

施設管理部環境安全支援
課長

移管

2012年度 環境管理 報告・記録 平成24年度　鍵管理簿 環境管理掛長 2013/4/1 無期限 - 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

移管

2012年度 環境管理 報告 平成24年度　事故報告書 環境管理掛長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙
高等総合研究館
B1倉庫

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2012年度 環境管理 管理 平成24年度　防火管理台帳 環境管理掛長 2013/4/1 無期限 - 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

移管

2013年度 環境管理 報告・記録 平成25年度　鍵管理簿 環境管理掛長 2014/4/1 無期限 - 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

移管

2013年度 環境管理 管理 平成25年度　防火管理台帳 環境管理掛長 2014/4/1 無期限 - 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

移管

2014年度 環境管理 報告・記録 平成26年度　警備　業務報告書 環境管理掛長 2015/4/1 5年 2030/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2014年度 環境管理 報告・記録 平成26年度　環境指導員室業務記録 環境管理掛長 2015/4/1 5年 2030/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2014年度 環境管理 申請
平成26年度　防犯カメラ設置・変更・廃棄申請書、承認通
知書

環境管理掛長 2015/4/1 5年 2030/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2014年度 環境管理 報告・記録 平成26年度　鍵管理簿 環境管理掛長 2015/4/1 無期限 - 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

移管

2014年度 環境管理 環境整備 平成26年度　環境・樹木管理 1/2 環境管理掛長 2015/4/1 5年 2030/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2014年度 環境管理 環境整備 平成26年度　環境・樹木管理 2/2 環境管理掛長 2015/4/1 5年 2030/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2014年度 環境管理 厚生施設 平成26年度　消防用施設・設備点検　前期 1/2 環境管理掛長 2015/4/1 5年 2030/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2014年度 環境管理 厚生施設 平成26年度　消防用施設・設備点検　前期 2/2 環境管理掛長 2015/4/1 5年 2030/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2014年度 環境管理 厚生施設 平成26年度　消防用施設・設備点検　後期 1/2 環境管理掛長 2015/4/1 5年 2030/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄
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2014年度 環境管理 厚生施設 平成26年度　消防用施設・設備点検　後期 2/2 環境管理掛長 2015/4/1 5年 2030/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2014年度 環境管理 管理
平成26年度　防災訓練・防災管理点検・消防立入・自主
点検

環境管理掛長 2015/4/1 5年 2030/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2014年度 環境管理 管理 平成26年度　防火管理台帳 環境管理掛長 2015/4/1 無期限 - 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

移管

2014年度 環境管理 予算 平成26年度　予算振替・支出伺 環境管理掛長 2015/4/1 5年 2030/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2014年度 環境管理 報告・記録 平成26年度　産業廃棄物管理票 環境管理掛長 2015/4/1 5年 2030/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2014年度 環境管理 報告・記録 平成26年度　自動車運転日誌（環境指導員室） 環境管理掛長 2015/4/1 5年 2030/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2015年度 環境管理 報告・記録 平成27年度　警備　業務報告書 環境管理掛長 2016/4/1 5年 2031/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2015年度 環境管理 報告・記録 平成27年度　環境指導員室業務記録 環境管理掛長 2016/4/1 5年 2031/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2015年度 環境管理 申請
平成27年度　防犯カメラ設置・変更・廃棄申請書、承認通
知書

環境管理掛長 2016/4/1 5年 2031/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2015年度 環境管理 報告・記録 平成27年度　鍵管理簿 環境管理掛長 2016/4/1 無期限 - 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

移管

2015年度 環境管理 環境整備 平成27年度　環境・樹木管理 1/2 環境管理掛長 2016/4/1 5年 2031/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2015年度 環境管理 環境整備 平成27年度　環境・樹木管理 2/2 環境管理掛長 2016/4/1 5年 2031/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2015年度 環境管理 厚生施設 平成27年度　消防用施設・設備点検　前期 1/2 環境管理掛長 2016/4/1 5年 2031/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2015年度 環境管理 厚生施設 平成27年度　消防用施設・設備点検　前期 2/2 環境管理掛長 2016/4/1 5年 2031/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2015年度 環境管理 厚生施設 平成27年度　消防用施設・設備点検　後期 1/2 環境管理掛長 2016/4/1 5年 2031/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2015年度 環境管理 厚生施設 平成27年度　消防用施設・設備点検　後期 2/2 環境管理掛長 2016/4/1 5年 2031/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2015年度 環境管理 管理
平成27年度　防災訓練・防災管理点検・消防立入・自主
点検

環境管理掛長 2016/4/1 5年 2031/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2015年度 環境管理 管理 平成27年度　防火管理台帳 環境管理掛長 2016/4/1 無期限 - 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

移管

2015年度 環境管理 予算 平成27年度　予算振替・支出伺 環境管理掛長 2016/4/1 5年 2031/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2015年度 環境管理 報告・記録 平成27年度　産業廃棄物管理票 環境管理掛長 2015/4/1 5年 2031/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2015年度 環境管理 報告・記録 平成27年度　自動車運転日誌（環境指導員室） 環境管理掛長 2015/4/1 5年 2031/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2016年度 環境管理 契約 平成28年度 契約伺　1/3 環境安全支援課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2016年度 環境管理 契約 平成28年度 契約伺　2/3 環境安全支援課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2016年度 環境管理 契約 平成28年度 契約伺　3/3 環境安全支援課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2016年度 環境管理 報告・記録 平成28年度　警備　業務報告書 環境管理掛長 2016/4/1 5年 2031/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2016年度 環境管理 報告・記録 平成28年度　環境指導員室業務記録 環境管理掛長 2016/4/1 5年 2031/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2016年度 環境管理 申請
平成28年度　防犯カメラ設置・変更・廃棄申請書、承認通
知書

環境管理掛長 2016/4/1 5年 2031/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2016年度 環境管理 報告・記録 平成28年度　鍵管理簿 環境管理掛長 2016/4/1 無期限 - 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

移管

2016年度 環境管理 環境整備 平成28年度　環境・樹木管理 1/2 環境管理掛長 2016/4/1 5年 2031/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2016年度 環境管理 環境整備 平成28年度　環境・樹木管理 2/2 環境管理掛長 2016/4/1 5年 2031/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2016年度 環境管理 厚生施設 平成28年度　消防用施設・設備点検　前期 1/2 環境管理掛長 2016/4/1 5年 2031/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2016年度 環境管理 厚生施設 平成28年度　消防用施設・設備点検　前期 2/2 環境管理掛長 2016/4/1 5年 2031/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄
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2016年度 環境管理 厚生施設 平成28年度　消防用施設・設備点検　後期 1/2 環境管理掛長 2016/4/1 5年 2031/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2016年度 環境管理 厚生施設 平成28年度　消防用施設・設備点検　後期 2/2 環境管理掛長 2016/4/1 5年 2031/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2016年度 環境管理 管理 平成28年度　防火管理台帳 環境管理掛長 2016/4/1 無期限 - 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

移管

2016年度 環境管理 予算 平成28年度　予算振替・支出伺 環境管理掛長 2016/4/1 5年 2031/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2016年度 環境管理 報告・記録 平成28年度　産業廃棄物管理票 環境管理掛長 2015/4/1 5年 2031/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2016年度 環境管理 報告・記録 平成28年度　自動車運転日誌（環境指導員室） 環境管理掛長 2015/4/1 5年 2031/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2017年度 環境管理 契約 平成29年度 契約伺　A：緑地関係 環境安全支援課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2017年度 環境管理 契約 平成29年度 契約伺　E:廃棄物① 環境安全支援課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2017年度 環境管理 契約 平成29年度 契約伺　E:廃棄物② 環境安全支援課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2017年度 環境管理 報告・記録 平成29年度　警備　業務報告書 環境管理掛長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2017年度 環境管理 報告・記録 平成29年度　環境指導員室業務記録 環境管理掛長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2017年度 環境管理 申請
平成29年度　防犯カメラ設置・変更・廃棄申請書、承認通
知書

環境管理掛長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2015年度 環境管理 申請 平成27年度　小型無人機（ドローン）飛行許可申請書 環境管理掛長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2016年度 環境管理 申請 平成28年度　小型無人機（ドローン）飛行許可申請書 環境管理掛長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2017年度 環境管理 申請 平成29年度　小型無人機（ドローン）飛行許可申請書 環境管理掛長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2017年度 環境管理 報告・記録 平成29年度　鍵管理簿 環境管理掛長 2018/4/1 無期限 - 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

移管

2017年度 環境管理 環境整備 平成29年度　環境・樹木管理 1/2 環境管理掛長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2017年度 環境管理 環境整備 平成29年度　環境・樹木管理 2/2 環境管理掛長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2017年度 環境管理 厚生施設 平成29年度　消防用施設・設備点検　前期 1/2 環境管理掛長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2017年度 環境管理 厚生施設 平成29年度　消防用施設・設備点検　前期 2/2 環境管理掛長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2017年度 環境管理 厚生施設 平成29年度　消防用施設・設備点検　後期 1/2 環境管理掛長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2017年度 環境管理 厚生施設 平成29年度　消防用施設・設備点検　後期 2/2 環境管理掛長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2017年度 環境管理 管理 平成29年度　防火管理台帳（副本）１ 環境管理掛長 2018/4/1 無期限 - 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

移管

2017年度 環境管理 管理 平成29年度　防火管理台帳（副本）２ 環境管理掛長 2018/4/1 無期限 - 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

移管

2017年度 環境管理 予算 平成29年度　予算振替・参考見積・施工伺 環境管理掛長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2017年度 環境管理 報告・記録 平成29年度　産業廃棄物管理票 環境管理掛長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2017年度 環境管理 報告・記録 平成29年度　自動車運転日誌（環境指導員室） 環境管理掛長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2018年度 環境管理 報告・記録 平成30年度　警備　業務報告書 環境管理係長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2018年度 環境管理 報告・記録 平成30年度　環境指導員室業務記録 環境管理係長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2018年度 環境管理 申請
平成30年度　防犯カメラ設置・変更・廃棄申請書、承認通
知書

環境管理係長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2018年度 環境管理 申請 平成30年度　小型無人機（ドローン）飛行許可申請書 環境管理係長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2018年度 環境管理 報告・記録 平成30年度　鍵管理簿 環境管理係長 2019/4/1 無期限 - 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

移管
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2018年度 環境管理 環境整備 平成30年度　環境・樹木管理 1/2 環境管理係長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2018年度 環境管理 環境整備 平成30年度　環境・樹木管理 2/2 環境管理係長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2018年度 環境管理 厚生施設 平成30年度　消防用施設・設備点検　前期 1/2 環境管理係長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2018年度 環境管理 厚生施設 平成30年度　消防用施設・設備点検　前期 2/2 環境管理係長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2018年度 環境管理 厚生施設 平成30年度　消防用施設・設備点検　後期 1/2 環境管理係長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2018年度 環境管理 厚生施設 平成30年度　消防用施設・設備点検　後期 2/2 環境管理係長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2018年度 環境管理 管理 平成30年度　防火管理台帳（副本）１ 環境管理係長 2019/4/1 無期限 - 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

移管

2018年度 環境管理 管理 平成30年度　防火管理台帳（副本）２ 環境管理係長 2019/4/1 無期限 - 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

移管

2018年度 環境管理 予算 平成30年度　予算振替・参考見積・施工伺 環境管理係長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2018年度 環境管理 報告・記録 平成30年度　産業廃棄物管理票 環境管理係長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2018年度 環境管理 報告・記録 平成30年度　自動車運転日誌（環境指導員室） 環境管理係長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2019年度 環境管理 報告・記録 平成31年度・令和元年度　警備業務報告書 環境管理係長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2019年度 環境管理 報告・記録 平成31年度・令和元年度　環境指導員室業務記録 環境管理係長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2019年度 環境管理 申請
平成31年度・令和元年度　防犯カメラ設置・変更・廃棄申
請書、承認通知書

環境管理係長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2019年度 環境管理 申請
平成31年度・令和元年度　小型無人機（ドローン）飛行許
可申請書

環境管理係長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2019年度 環境管理 報告・記録 平成31年度・令和元年度　鍵管理簿 環境管理係長 2020/4/1 無期限 - 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

移管

2019年度 環境管理 環境整備 平成31年度・令和元年度　環境・樹木管理 1/2 環境管理係長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2019年度 環境管理 環境整備 平成31年度・令和元年度　環境・樹木管理 2/2 環境管理係長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2019年度 環境管理 厚生施設
平成31年度・令和元年度　消防用施設・設備点検　前期
1/2

環境管理係長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2019年度 環境管理 厚生施設
平成31年度・令和元年度　消防用施設・設備点検　前期
2/2

環境管理係長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2019年度 環境管理 厚生施設
平成31年度・令和元年度　消防用施設・設備点検　後期
1/2

環境管理係長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2019年度 環境管理 厚生施設
平成31年度・令和元年度　消防用施設・設備点検　後期
2/2

環境管理係長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2019年度 環境管理 管理 平成31年度・令和元年度　防火管理台帳（副本）１ 環境管理係長 2020/4/1 無期限 - 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

移管

2019年度 環境管理 管理 平成31年度・令和元年度　防火管理台帳（副本）２ 環境管理係長 2020/4/1 無期限 - 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

移管

2019年度 環境管理 照会・回答 平成31年度・令和元年度　通知･供閲・調査 環境管理係長 2020/4/1 1年 2021/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2019年度 環境管理 予算 平成31年度・令和元年度　予算振替・参考見積・施工伺 環境管理係長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2019年度 環境管理 報告・記録 平成31年度・令和元年度　産業廃棄物管理票 環境管理係長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2019年度 環境管理 報告・記録
平成31年度・令和元年度　自動車運転日誌（環境指導員
室）

環境管理係長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2012年度 交通 報告・記録 平成24年度　交通安全会から交通担当事務室への移行
環境安全支援課専門職
員

2013/4/1 10年 2023/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

移管

2012年度 交通 会議 平成24年度　東山地区　交通専門委員会
環境安全支援課専門職
員

2013/4/1 10年 2023/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

移管

2013年度 交通 会議 平成25年度　東山地区　交通専門委員会
環境安全支援課専門職
員

2014/4/1 10年 2024/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

移管

2014年度 交通 会議 平成26年度　東山地区　交通専門委員会
環境安全支援課専門職
員

2015/4/1 10年 2025/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

移管
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2016年度 交通 会議 平成28年度　東山団地交通検討会
環境安全支援課専門職
員

2017/4/1 10年 2027/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2016年度 交通 服務 平成28年度　業務完了報告書
環境安全支援課専門職
員

2017/4/1 5年 2022/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2017年度 交通 整理 平成29年度 放置自転車等
環境安全支援課専門職
員

2018/4/1 5年 2023/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2017年度 交通 会議 平成29年度　東山団地交通検討会
環境安全支援課専門職
員

2018/4/1 10年 2028/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2017年度 交通 服務 平成29年度　業務完了報告書
環境安全支援課専門職
員

2018/4/1 5年 2023/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2018年度 交通 会議 平成３０年度　東山団地交通検討会
環境安全支援課専門職
員

2019/4/1 10年 2030/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2018年度 交通 服務 平成３０年度　業務完了報告書
環境安全支援課専門職
員

2019/4/1 5年 2024/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2019年度 交通 整理 ２０１９年度 放置自転車等
環境安全支援課専門職
員

2020/4/1 5年 2025/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2019年度 交通 照会・回答 ２０１９年度　工事施行伺
環境安全支援課専門職
員

2020/4/1 1年 2021/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2019年度 交通 入構 ２０１９年度　臨時入構申請書
環境安全支援課専門職
員

2020/4/1 1年 2021/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2019年度 交通 入構 ２０１９年度　入構申請書　事務局
環境安全支援課専門職
員

2020/4/1 1年 2021/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2019年度 交通 入構 ２０１９年度　入構申請書　定期入構　業者１
環境安全支援課専門職
員

2020/4/1 1年 2021/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2019年度 交通 入構 ２０１９年度　入構申請書　定期入構　業者２
環境安全支援課専門職
員

2020/4/1 1年 2021/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2019年度 交通 入構 ２０１９年度　入構申請書　生協申請書
環境安全支援課専門職
員

2020/4/1 1年 2021/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2019年度 交通 入構 ２０１９年度　入構申請書　部局控　文系６学部
環境安全支援課専門職
員

2020/4/1 1年 2021/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2019年度 交通 入構 ２０１９年度　入構申請書　部局控　文系教務
環境安全支援課専門職
員

2020/4/1 1年 2021/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2019年度 交通 入構 ２０１９年度　入構申請書　部局控　工学部
環境安全支援課専門職
員

2020/4/1 1年 2021/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2019年度 交通 入構 ２０１９年度　入構申請書　部局控　理学部
環境安全支援課専門職
員

2020/4/1 1年 2021/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2019年度 交通 入構 ２０１９年度　入構申請書　部局控　農学部
環境安全支援課専門職
員

2020/4/1 1年 2021/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2019年度 交通 入構 ２０１９年度　入構申請書　部局控　環境学
環境安全支援課専門職
員

2020/4/1 1年 2021/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2019年度 交通 入構
２０１９年度　入構申請書　部局控　未来材料・システム、
環境医学、宇宙地球環境研究所

環境安全支援課専門職
員

2020/4/1 1年 2021/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2019年度 交通 入構
２０１９年度　入構申請書　部局控　情報文化　情報科学
情報科学(教務）

環境安全支援課専門職
員

2020/4/1 1年 2021/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2019年度 交通 入構
２０１９年度　入構申請書　部局控　創薬、保体センター、
附属学校、図書館

環境安全支援課専門職
員

2020/4/1 1年 2021/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2019年度 交通 入構 ２０１９年度　入構申請書　学務　部活コーチ
環境安全支援課専門職
員

2020/4/1 1年 2021/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2019年度 交通 入構 ２０１９年度　工事入構申請書
環境安全支援課専門職
員

2020/4/1 1年 2021/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2019年度 交通 入構 ２０１９年度　バス入構申請申請書
環境安全支援課専門職
員

2020/4/1 1年 2021/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2019年度 交通 入構 ２０１９年度　大型車両申請書
環境安全支援課専門職
員

2020/4/1 1年 2021/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2019年度 交通 照会・回答 ２０１９年度　通知･供閲・調査
環境安全支援課専門職
員

2020/4/1 1年 2021/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2019年度 交通 入構 ２０１９年度　入構整理料免除申請書
環境安全支援課専門職
員

2020/4/1 1年 2021/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2019年度 交通 入構 ２０１９年度　部局振替申請書
環境安全支援課専門職
員

2020/4/1 1年 2021/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2019年度 交通 入構 ２０１９年度　公用車申請書
環境安全支援課専門職
員

2020/4/1 1年 2021/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2019年度 交通 入構 ２０１９年度　他大学公用車申請書
環境安全支援課専門職
員

2020/4/1 1年 2021/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
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

備考

2019年度 交通 入構 ２０１９年度　団地・フィールド・VIP公用車申請書
環境安全支援課専門職
員

2020/4/1 1年 2021/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2019年度 交通 入構 ２０１９年度　返還金依頼請求書　控え
環境安全支援課専門職
員

2020/4/1 1年 2021/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2019年度 交通 入構 ２０１９年度　利用者名簿（記帳・紛失・応急対応）
環境安全支援課専門職
員

2020/4/1 1年 2021/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄

2019年度 交通 服務 ２０１９年度　業務完了報告書
環境安全支援課専門職
員

2020/4/1 5年 2025/3/31 紙
環境安全支援課
事務室

施設管理部環境安全支援
課長

廃棄


