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学生支援課 会議等 委員会等 平成２３年度就職支援室関係綴 学生支援課 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 学生支援課倉庫 学生支援課就職担当 廃棄

学生支援課 会議等 委員会等 平成２４年度就職支援室関係綴 学生支援課 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 学生支援課倉庫 学生支援課就職担当 廃棄

学生支援課 会議等 委員会等 平成２５年度就職支援室関係綴 学生支援課 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 学生支援課倉庫 学生支援課就職担当 廃棄

学生支援課 会議等 委員会等 平成２６年度就職支援室関係綴 学生支援課 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 学生支援課倉庫 学生支援課就職担当 廃棄

学生支援課 会議等 委員会等 平成２７年度就職支援室関係綴 学生支援課 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課就職担当 廃棄

学生支援課 会議等 委員会等 平成２８年度就職支援室関係綴 学生支援課 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課就職担当 廃棄

学生支援課 会議等 委員会等 平成２９年度就職支援室関係綴 学生支援課 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課就職担当 廃棄

学生支援課 会議等 委員会等 平成３０年度就職支援室関係綴 学生支援課 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課就職担当 廃棄

学生支援課 会議等 委員会等 令和元年度就職支援室関係綴 学生支援課 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課就職担当 廃棄

学生支援課 会議等 委員会等 令和２年度就職支援室関係綴 学生支援課 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課就職担当 廃棄

学生支援課 課外活動関係 体育大会 平成３０年度第５６回近畿地区国立大学体育大会 学生支援課 2019年4月1日 3年 2022年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課学生担当 廃棄

学生支援課 課外活動関係 体育大会 令和元年度第５７回近畿地区国立大学体育大会 学生支援課 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課学生担当 廃棄

学生支援課 課外活動関係 体育大会 令和２年度第５８回近畿地区国立大学体育大会 学生支援課 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課学生担当 廃棄

学生支援課 課外活動関係 大学祭 平成３０年度第６９回輝甍祭 学生支援課 2019年4月1日 3年 2022年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課学生担当 廃棄

学生支援課 課外活動関係 大学祭 令和元年度第７０回輝甍祭 学生支援課 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課学生担当 廃棄

学生支援課 課外活動関係 ボランティア 平成２８年度学校関係ボランティア書類綴 学生支援課 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課学生担当 廃棄

学生支援課 課外活動関係 ボランティア 平成２９年度学校関係ボランティア書類綴 学生支援課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課学生担当 廃棄

学生支援課 課外活動関係 合宿研修関係 平成２８年度学生研修（新入生・上回生） 学生支援課 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 学生支援課倉庫 学生支援課学生担当 廃棄

学生支援課 課外活動関係 合宿研修関係 平成２９年度学生研修（新入生・上回生） 学生支援課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課学生担当 廃棄

学生支援課 課外活動関係 合宿研修関係 平成３０年度学生研修（新入生・上回生） 学生支援課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課学生担当 廃棄

学生支援課 課外活動関係 合宿研修関係 令和元年度学生研修（新入生・上回生） 学生支援課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課学生担当 廃棄

学生支援課 学生等厚生補導 各種申請書 各種申請･届出綴（平成３０年度） 学生支援課 2019年4月1日 3年 2022年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課学生担当 廃棄

学生支援課 学生等厚生補導 各種申請書 各種申請･届出綴（令和元年度） 学生支援課 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課学生担当 廃棄

学生支援課 学生等厚生補導 各種申請書 各種申請･届出綴（令和２年度） 学生支援課 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課学生担当 廃棄

学生支援課 学生等厚生補導 学生委員会等 学生委員会綴（平成２３年度） 学生支援課 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 学生支援課倉庫 学生支援課学生担当 廃棄

学生支援課 学生等厚生補導 学生委員会等 学生委員会綴(平成２４年度） 学生支援課 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 学生支援課倉庫 学生支援課学生担当 廃棄

学生支援課 学生等厚生補導 学生委員会等 学生委員会綴（平成２５年度） 学生支援課 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 学生支援課倉庫 学生支援課学生担当 廃棄

学生支援課 学生等厚生補導 学生委員会等 学生委員会綴(平成２６年度） 学生支援課 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 学生支援課倉庫 学生支援課学生担当 廃棄

学生支援課 学生等厚生補導 学生委員会等 学生委員会綴(平成２７年度） 学生支援課 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課学生担当 廃棄

学生支援課 学生等厚生補導 学生委員会等 学生委員会綴(平成２８年度） 学生支援課 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課学生担当 廃棄

学生支援課 学生等厚生補導 学生委員会等 学生委員会綴(平成２９年度） 学生支援課 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課学生担当 廃棄

学生支援課 学生等厚生補導 学生委員会等 学生委員会綴(平成３０年度） 学生支援課 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課学生担当 廃棄

学生支援課 学生等厚生補導 学生委員会等 学生委員会(令和元年度） 学生支援課 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課学生担当 廃棄

学生支援課 学生等厚生補導 学生委員会等 学生委員会綴(令和２年度） 学生支援課 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課学生担当 廃棄

学生支援課 学生等厚生補導 学生支援 学生企画活動支援事業（平成２８年度） 学生支援課 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 学生支援課倉庫 学生支援課学生担当 廃棄

学生支援課 学生等厚生補導 学生支援 学生企画活動支援事業（平成２９年度） 学生支援課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 学生支援課倉庫 学生支援課学生担当 廃棄

学生支援課 学生等厚生補導 学生支援 学生企画活動支援事業（平成３０年度） 学生支援課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課学生担当 廃棄

学生支援課 学生等厚生補導 学生支援 学生企画活動支援事業（令和元年度） 学生支援課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課学生担当 廃棄

学生支援課 学生等厚生補導 学生支援 学生企画活動支援事業（令和２年度） 学生支援課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課学生担当 廃棄

学生支援課 学生等厚生補導 各種調査 調査関係（令和２年度） 学生支援課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課学生担当 廃棄

学生支援課 学生等厚生補導 会議・研修 会議・研修綴（令和２年度） 学生支援課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課学生担当 廃棄

学生支援課 学生等厚生補導 その他 学生関係綴（平成２８年度） 学生支援課 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課学生担当 廃棄

学生支援課 学生等厚生補導 その他 新型コロナウイルス関係（令和２年度） 学生支援課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課学生担当 移管

学生支援課 学生等福利厚生 学生寮等 国際学生宿舎入退寮関係（平成２８年度） 学生支援課 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課学生担当 廃棄

学生支援課 学生等福利厚生 学生寮等 国際学生宿舎寮費･光熱水費他（平成２８年度） 学生支援課 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 学生支援課倉庫 学生支援課学生担当 廃棄

学生支援課 学生等福利厚生 学生寮等 橘宿舎入退寮関係（平成２８・２９年度） 学生支援課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課学生担当 廃棄

学生支援課 学生等福利厚生 学生寮等 橘宿舎寮費・光熱水費他（平成２８年度） 学生支援課 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 学生支援課倉庫 学生支援課学生担当 廃棄

学生支援課 学生等福利厚生 学生寮等 国際学生宿舎入退寮関係（平成２９年度） 学生支援課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課学生担当 廃棄

学生支援課 学生等福利厚生 学生寮等 国際学生宿舎寮費･光熱水費他（平成２９年度） 学生支援課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 学生支援課倉庫 学生支援課学生担当 廃棄

学生支援課 学生等福利厚生 学生寮等 橘宿舎寮費・光熱水費他（平成２９年度） 学生支援課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 学生支援課倉庫 学生支援課学生担当 廃棄

学生支援課 学生等福利厚生 学生寮等 国際学生宿舎入退寮関係（平成３０年度） 学生支援課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課学生担当 廃棄

学生支援課 学生等福利厚生 学生寮等 国際学生宿舎寮費･光熱水費他（平成３０年度） 学生支援課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 学生支援課倉庫 学生支援課学生担当 廃棄

学生支援課 学生等福利厚生 学生寮等 橘宿舎寮費・光熱水費他（平成３０年度） 学生支援課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 学生支援課倉庫 学生支援課学生担当 廃棄

学生支援課 学生等福利厚生 学生寮等 国際学生宿舎入退寮関係（令和元年度） 学生支援課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課学生担当 廃棄

学生支援課 学生等福利厚生 学生寮等 国際学生宿舎寮費･光熱水費他（令和元年度） 学生支援課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 学生支援課倉庫 学生支援課学生担当 廃棄

学生支援課 学生等福利厚生 学生寮等 橘宿舎入退寮関係（平成３０・３１年度） 学生支援課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課学生担当 廃棄

学生支援課 学生等福利厚生 学生寮等 橘宿舎寮費・光熱水費他（令和元年度） 学生支援課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 学生支援課倉庫 学生支援課学生担当 廃棄

学生支援課 学生等福利厚生 学生寮等 国際学生宿舎入退寮関係（令和２年度） 学生支援課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課学生担当 廃棄

学生支援課 学生等福利厚生 学生寮等 国際学生宿舎寮費･光熱水費他（令和２年度） 学生支援課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課学生担当 廃棄
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学生支援課 学生等福利厚生 学生寮等 橘宿舎寮費・光熱水費他（令和２年度） 学生支援課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課学生担当 廃棄

学生支援課 学生等福利厚生 学生旅客運賃割引 学割･通学定期（平成２８年度） 学生支援課 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課学生担当 廃棄

学生支援課 学生等福利厚生 学生旅客運賃割引 学割･通学定期（平成２９年度） 学生支援課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課学生担当 廃棄

学生支援課 学生等福利厚生 学生旅客運賃割引 学割･通学定期（平成３０年度） 学生支援課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課学生担当 廃棄

学生支援課 学生等福利厚生 学生旅客運賃割引 学割･通学定期（令和元年度） 学生支援課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課学生担当 廃棄

学生支援課 学生等福利厚生 学生旅客運賃割引 学割･通学定期（令和２年度） 学生支援課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課学生担当 廃棄

学生支援課 学生等福利厚生 保険関係 平成２８年度学生教育研究災害傷害保険関係綴 学生支援課 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課厚生担当 廃棄

学生支援課 学生等福利厚生 保険関係 平成２９年度学生教育研究災害傷害保険関係綴 学生支援課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課厚生担当 廃棄

学生支援課 学生等福利厚生 保険関係 平成３０年度学生教育研究災害傷害保険関係綴 学生支援課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 学生支援課倉庫 学生支援課厚生担当 廃棄

学生支援課 給与関係 勤務時間報告書 平成２８年度勤務時間報告書 学生支援課 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課学生担当 廃棄

学生支援課 給与関係 勤務時間報告書 平成２９年度勤務時間報告書 学生支援課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課学生担当 廃棄

学生支援課 給与関係 勤務時間報告書 平成３０年度勤務時間報告書 学生支援課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課学生担当 廃棄

学生支援課 広報関係 広報誌 学生広報（天平雲）保存（平成1３年度) 学生サービス課 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 学生支援課倉庫 学生支援課学生担当 廃棄

学生支援課 広報関係 広報誌 学生広報（天平雲）保存（平成14年度) 学生サービス課 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 学生支援課倉庫 学生支援課学生担当 廃棄

学生支援課 広報関係 広報誌 学生広報（天平雲）（平成16年度～平成22年度） 学生サービス課 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 学生支援課倉庫 学生支援課学生担当 廃棄

学生支援課 広報関係 広報誌 学生広報（天平雲）（平成23年度～平成28年度） 学生支援課 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課学生担当 廃棄

学生支援課 就職関係 インターンシップ 平成２３年度インターンシップ関係綴 学生支援課 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 学生支援課倉庫 学生支援課就職担当 廃棄

学生支援課 就職関係 インターンシップ 平成２４年度インターンシップ関係綴 学生支援課 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 学生支援課倉庫 学生支援課就職担当 廃棄

学生支援課 就職関係 インターンシップ 平成２５年度インターンシップ関係綴 学生支援課 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 学生支援課倉庫 学生支援課就職担当 廃棄

学生支援課 就職関係 インターンシップ 平成２６年度インターンシップ関係綴 学生支援課 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 学生支援課倉庫 学生支援課就職担当 廃棄

学生支援課 就職関係 インターンシップ 平成２７年度インターンシップ関係綴 学生支援課 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課就職担当 廃棄

学生支援課 就職関係 インターンシップ 平成２８年度インターンシップ関係綴 学生支援課 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課就職担当 廃棄

学生支援課 就職関係 インターンシップ 平成２９年度インターンシップ関係綴 学生支援課 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課就職担当 廃棄

学生支援課 就職関係 インターンシップ 平成３０年度インターンシップ関係綴 学生支援課 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課就職担当 廃棄

学生支援課 就職関係 インターンシップ 令和元年度インターンシップ関係綴 学生支援課 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課就職担当 廃棄

学生支援課 就職関係 インターンシップ 令和２年度インターンシップ関係綴 学生支援課 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課就職担当 廃棄

学生支援課 就職関係 学生調査関係 平成２３年度就職事務関係綴（各種往復文書・調査） 学生支援課 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 学生支援課倉庫 学生支援課就職担当 廃棄

学生支援課 就職関係 学生調査関係 平成２４年３月卒業・修了者進路状況報告書 学生支援課 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 学生支援課倉庫 学生支援課就職担当 廃棄

学生支援課 就職関係 学生調査関係 平成２４年度就職事務関係綴（各種往復文書・調査） 学生支援課 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 学生支援課倉庫 学生支援課就職担当 廃棄

学生支援課 就職関係 学生調査関係 平成２５年３月卒業・修了者進路状況報告書 学生支援課 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 学生支援課倉庫 学生支援課就職担当 廃棄

学生支援課 就職関係 学生調査関係 平成２５年度就職事務関係綴（各種往復文書・調査） 学生支援課 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 学生支援課倉庫 学生支援課就職担当 廃棄

学生支援課 就職関係 学生調査関係 平成２６年３月卒業・修了者進路状況報告書 学生支援課 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 学生支援課倉庫 学生支援課就職担当 廃棄

学生支援課 就職関係 学生調査関係 平成２６年度就職事務関係綴（各種往復文書・調査） 学生支援課 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 学生支援課倉庫 学生支援課就職担当 廃棄

学生支援課 就職関係 学生調査関係 平成２７年３月卒業・修了者進路状況報告書 学生支援課 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課就職担当 廃棄

学生支援課 就職関係 学生調査関係 平成２７年度就職事務関係綴（各種往復文書・調査） 学生支援課 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課就職担当 廃棄

学生支援課 就職関係 学生調査関係 平成２８年３月卒業・修了者進路状況報告書 学生支援課 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課就職担当 廃棄

学生支援課 就職関係 学生調査関係 平成２８年度就職事務関係綴（各種往復文書・調査） 学生支援課 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課就職担当 廃棄

学生支援課 就職関係 学生調査関係 平成２９年３月卒業・修了者進路状況報告書 学生支援課 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課就職担当 廃棄

学生支援課 就職関係 学生調査関係 平成２９年度就職事務関係綴（各種往復文書・調査） 学生支援課 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課就職担当 廃棄

学生支援課 就職関係 学生調査関係 平成３０年３月卒業・修了者進路状況報告書 学生支援課 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課就職担当 廃棄

学生支援課 就職関係 学生調査関係 平成３０年度就職事務関係綴（各種往復文書・調査） 学生支援課 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課就職担当 廃棄

学生支援課 就職関係 学生調査関係 平成３１年３月卒業・修了者進路状況報告書 学生支援課 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課就職担当 廃棄

学生支援課 就職関係 学生調査関係 令和元年度就職事務関係綴（各種往復文書・調査） 学生支援課 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課就職担当 廃棄

学生支援課 就職関係 学生調査関係 令和２年３月卒業・修了者進路状況報告書 学生支援課 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課就職担当 廃棄

学生支援課 就職関係 学生調査関係 令和２年度就職事務関係綴（各種往復文書・調査） 学生支援課 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課就職担当 廃棄

学生支援課 就職関係 学生調査関係 令和３年３月卒業・修了者進路状況報告書 学生支援課 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課就職担当 廃棄

学生支援課 就職関係 教職関係 平成２３年度就職事務関係綴（教員関係） 学生支援課 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 学生支援課倉庫 学生支援課就職担当 廃棄

学生支援課 就職関係 教職関係 平成２４年度就職事務関係綴（教員関係） 学生支援課 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 学生支援課倉庫 学生支援課就職担当 廃棄

学生支援課 就職関係 教職関係 平成２５年度就職事務関係綴（教員関係） 学生支援課 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 学生支援課倉庫 学生支援課就職担当 廃棄

学生支援課 就職関係 教職関係 平成２６年度就職事務関係綴（教員関係） 学生支援課 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 学生支援課倉庫 学生支援課就職担当 廃棄

学生支援課 就職関係 教職関係 平成２７年度就職事務関係綴（教員関係） 学生支援課 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課就職担当 廃棄

学生支援課 就職関係 教職関係 平成２７年度就職事務関係綴（教員関係・その２） 学生支援課 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課就職担当 廃棄

学生支援課 就職関係 教職関係 平成２８年度就職事務関係綴（教員関係） 学生支援課 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課就職担当 廃棄

学生支援課 就職関係 教職関係 平成２８年度就職事務関係綴（教員関係・その２） 学生支援課 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課就職担当 廃棄

学生支援課 就職関係 教職関係 平成２９年度就職事務関係綴（教員関係） 学生支援課 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課就職担当 廃棄

学生支援課 就職関係 教職関係 平成２９年度就職事務関係綴（教員関係・その２） 学生支援課 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課就職担当 廃棄

学生支援課 就職関係 教職関係 平成３０年度就職事務関係綴（教員関係） 学生支援課 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課就職担当 廃棄

学生支援課 就職関係 教職関係 平成３０年度就職事務関係綴（教員関係・その２） 学生支援課 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課就職担当 廃棄

学生支援課 就職関係 教職関係 令和元年度就職事務関係綴（教員関係） 学生支援課 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課就職担当 廃棄
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学生支援課 就職関係 教職関係 令和元年度就職事務関係綴（教員関係・その２） 学生支援課 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課就職担当 廃棄

学生支援課 就職関係 教職関係 令和２年度就職事務関係綴（教員関係） 学生支援課 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課就職担当 廃棄

学生支援課 就職関係 教職関係 令和２年度就職事務関係綴（教員関係・その２） 学生支援課 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課就職担当 廃棄

学生支援課 就職関係 その他 平成２３年度就職事務関係綴 学生支援課 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 学生支援課倉庫 学生支援課就職担当 廃棄

学生支援課 就職関係 その他 平成２４年度就職事務関係綴 学生支援課 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 学生支援課倉庫 学生支援課就職担当 廃棄

学生支援課 就職関係 その他 平成２５年度就職事務関係綴 学生支援課 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 学生支援課倉庫 学生支援課就職担当 廃棄

学生支援課 就職関係 その他 平成２６年度就職事務関係綴 学生支援課 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 学生支援課倉庫 学生支援課就職担当 廃棄

学生支援課 就職関係 その他 平成２７年度就職事務関係綴 学生支援課 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課就職担当 廃棄

学生支援課 就職関係 その他 平成２８年度就職事務関係綴 学生支援課 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課就職担当 廃棄

学生支援課 就職関係 その他 平成２９年度就職事務関係綴 学生支援課 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課就職担当 廃棄

学生支援課 就職関係 その他 平成３０年度就職事務関係綴 学生支援課 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課就職担当 廃棄

学生支援課 就職関係 その他 令和元年度就職事務関係綴 学生支援課 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課就職担当 廃棄

学生支援課 就職関係 その他 令和２年度就職事務関係綴 学生支援課 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課就職担当 廃棄

学生支援課 服務・福祉 勤務時間管理 平成２８年度休日の振替･代休指定変更簿 学生支援課 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課学生担当 廃棄

学生支援課 服務・福祉 勤務時間管理 平成２９年度休日の振替･代休指定変更簿 学生支援課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課学生担当 廃棄

学生支援課 服務・福祉 勤務時間管理 令和元年度休日の振替･代休指定変更簿 学生支援課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課学生担当 廃棄

学生支援課 旅費 命令簿等 出張復命書綴（平成２８年度） 学生支援課 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課学生担当 廃棄

学生支援課 旅費 命令簿等 平成２８年度旅行命令簿 学生支援課 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課学生担当 廃棄

学生支援課 旅費 命令簿等 出張復命書綴（平成２９年度） 学生支援課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課学生担当 廃棄

学生支援課 旅費 命令簿等 平成２９年度旅行命令簿 学生支援課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課学生担当 廃棄

学生支援課 旅費 命令簿等 出張復命書綴（平成３０年度） 学生支援課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課学生担当 廃棄

学生支援課 旅費 命令簿等 平成３０年度旅行命令簿 学生支援課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課学生担当 廃棄

学生支援課 旅費 命令簿等 出張復命書綴（令和元年度） 学生支援課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課学生担当 廃棄

学生支援課 旅費 命令簿等 令和元年度旅行命令簿 学生支援課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課学生担当 廃棄

学生支援課 旅費 命令簿等 出張復命書綴（令和２年度） 学生支援課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課学生担当 廃棄

学生支援課 旅費 命令簿等 令和２年度旅行命令簿 学生支援課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課学生担当 廃棄

学生支援課 学生等身分関係 個人記録表 学校教育【教育発達専攻・伝統文化教育専攻】個人記録表（平成２８年度） 学生支援課 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課学生担当 廃棄

学生支援課 学生等身分関係 個人記録表 学校教育【教科教育専攻】個人記録表（平成２８年度） 学生支援課 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課学生担当 廃棄

学生支援課 学生等身分関係 個人記録表 大学院個人記録表（平成２８年度） 学生支援課 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課学生担当 廃棄

学生支援課 学生等身分関係 個人記録表 学校教育【教育発達専攻・伝統文化教育専攻】個人記録表（平成２９年度） 学生支援課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課学生担当 廃棄

学生支援課 学生等身分関係 個人記録表 学校教育【教科教育専攻】個人記録表（平成２９年度） 学生支援課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課学生担当 廃棄

学生支援課 学生等身分関係 個人記録表 大学院個人記録表（平成２９年度） 学生支援課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課学生担当 廃棄

学生支援課 学生等身分関係 個人記録表 学校教育【教育発達専攻・伝統文化教育専攻】個人記録表（平成３０年度） 学生支援課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課学生担当 廃棄

学生支援課 学生等身分関係 個人記録表 学校教育【教科教育専攻】個人記録表（平成３０年度） 学生支援課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課学生担当 廃棄

学生支援課 学生等身分関係 個人記録表 大学院個人記録表（平成３０年度） 学生支援課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課学生担当 廃棄

学生支援課 学生等身分関係 個人記録表 学校教育【教育発達専攻・伝統文化教育専攻】個人記録表（令和元年度） 学生支援課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課学生担当 廃棄

学生支援課 学生等身分関係 個人記録表 学校教育【教科教育専攻】個人記録表（令和元年度） 学生支援課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課学生担当 廃棄

学生支援課 学生等身分関係 個人記録表 大学院個人記録表（令和元年度） 学生支援課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課学生担当 廃棄

学生支援課 学生等身分関係 個人記録表 学校教育【教育発達専攻・伝統文化教育専攻】個人記録表（令和２年度） 学生支援課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課学生担当 廃棄

学生支援課 学生等身分関係 個人記録表 学校教育【教科教育専攻】個人記録表（令和２年度） 学生支援課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課学生担当 廃棄

学生支援課 学生等身分関係 個人記録表 大学院個人記録表（令和２年度） 学生支援課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課学生担当 廃棄

学生支援課 公印関係 公印使用簿 公印使用簿（平成２８年度） 学生支援課 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課学生担当 廃棄

学生支援課 公印関係 公印使用簿 公印使用簿（平成２９年度） 学生支援課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課学生担当 廃棄

学生支援課 公印関係 公印使用簿 公印使用簿（平成３０年度） 学生支援課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課学生担当 廃棄

学生支援課 学生等福利厚生 保険関係 平成３1年度学生教育研究災害傷害保険関係綴 学生支援課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 学生支援課倉庫 学生支援課厚生担当 廃棄

学生支援課 学生等福利厚生 保険関係 令和２年度学生教育研究災害傷害保険関係綴 学生支援課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 学生支援課倉庫 学生支援課厚生担当 廃棄

学生支援課 奨学援助 授業料免除 平成２８年度後期授業料免除 学生支援課 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課厚生担当 廃棄

学生支援課 奨学援助 授業料免除 平成２８年度前期授業料免除 学生支援課 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課厚生担当 廃棄

学生支援課 奨学援助 授業料免除 平成２９年度後期授業料免除 学生支援課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課厚生担当 廃棄

学生支援課 奨学援助 授業料免除 平成２９年度前期授業料免除 学生支援課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課厚生担当 廃棄

学生支援課 奨学援助 授業料免除 平成３０年度後期授業料免除 学生支援課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 学生支援課倉庫 学生支援課厚生担当 廃棄

学生支援課 奨学援助 授業料免除 平成３０年度前期授業料免除 学生支援課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 学生支援課倉庫 学生支援課厚生担当 廃棄

学生支援課 奨学援助 授業料免除 平成３１年度後期授業料免除 学生支援課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 学生支援課倉庫 学生支援課厚生担当 廃棄

学生支援課 奨学援助 授業料免除 平成３１年度前期授業料免除 学生支援課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 学生支援課倉庫 学生支援課厚生担当 廃棄

学生支援課 奨学援助 授業料免除 令和２年度授業料免除 学生支援課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 学生支援課倉庫 学生支援課厚生担当 廃棄

学生支援課 奨学援助 奨学金 平成２８年度奨学金関係綴 学生支援課 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課厚生担当 廃棄

学生支援課 奨学援助 奨学金 平成２９年度奨学金関係綴 学生支援課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課厚生担当 廃棄

学生支援課 奨学援助 奨学金 平成３０年度奨学金関係綴 学生支援課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 学生支援課倉庫 学生支援課厚生担当 廃棄

学生支援課 奨学援助 奨学金 平成３１年度奨学金関係綴 学生支援課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 学生支援課倉庫 学生支援課厚生担当 廃棄
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学生支援課 奨学援助 奨学金 令和２年度奨学金関係綴 学生支援課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 学生支援課倉庫 学生支援課厚生担当 廃棄

学生支援課 奨学援助 奨学金返還免除 平成２８年度特に優れた業績による奨学金返還免除 学生支援課 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課厚生担当 廃棄

学生支援課 奨学援助 奨学金返還免除 平成２９年度特に優れた業績による奨学金返還免除 学生支援課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課厚生担当 廃棄

学生支援課 奨学援助 奨学金返還免除 平成３０年度特に優れた業績による奨学金返還免除 学生支援課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 学生支援課倉庫 学生支援課厚生担当 廃棄

学生支援課 奨学援助 奨学金返還免除 平成３１年度特に優れた業績による奨学金返還免除 学生支援課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 学生支援課倉庫 学生支援課厚生担当 廃棄

学生支援課 奨学援助 奨学金返還免除 令和２年度特に優れた業績による奨学金返還免除 学生支援課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 学生支援課倉庫 学生支援課厚生担当 廃棄

学生支援課 奨学援助 入学料免除 平成２８年度入学料免除・猶予関係綴 学生支援課 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課厚生担当 廃棄

学生支援課 奨学援助 入学料免除 平成２９年度入学料免除・猶予関係綴 学生支援課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課厚生担当 廃棄

学生支援課 奨学援助 入学料免除 平成３０年度入学料免除・猶予関係綴 学生支援課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 学生支援課倉庫 学生支援課厚生担当 廃棄

学生支援課 留学生関係 修了証書関係 修了証書関係（平成２９年度まで） 学生支援課 2016年4月1日 常用（無期限） 紙 学生支援課事務室 学生支援課国際交流・留学生担当廃棄

学生支援課 留学生関係 修了証書関係 修了証書関係２（平成３０年度～） 学生支援課 2019年4月1日 常用（無期限） 紙 学生支援課事務室 学生支援課国際交流・留学生担当廃棄

学生支援課 留学生関係 その他 平成２８年度国際交流推進室　国際交流留学センター 学生支援課 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 学生支援課倉庫 学生支援課国際交流・留学生担当廃棄

学生支援課 留学生関係 その他 平成２９年度～補講 学生支援課 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 学生支援課倉庫 学生支援課国際交流・留学生担当廃棄

学生支援課 留学生関係 その他 平成２８年度その他の文書 学生支援課 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 学生支援課倉庫 学生支援課国際交流・留学生担当廃棄

学生支援課 留学生関係 その他 平成２９年度国際交流推進室　国際交流留学センター 学生支援課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 学生支援課倉庫 学生支援課国際交流・留学生担当廃棄

学生支援課 留学生関係 その他 平成３０年度～補講 学生支援課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 学生支援課倉庫 学生支援課国際交流・留学生担当廃棄

学生支援課 留学生関係 その他 平成２９年度その他の文書 学生支援課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 学生支援課倉庫 学生支援課国際交流・留学生担当廃棄

学生支援課 留学生関係 その他 平成３０年度国際交流推進室　国際交流留学センター 学生支援課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課国際交流・留学生担当廃棄

学生支援課 留学生関係 その他 令和１年度～補講 学生支援課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課国際交流・留学生担当廃棄

学生支援課 留学生関係 その他 平成３０年度その他の文書 学生支援課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 学生支援課倉庫 学生支援課国際交流・留学生担当廃棄

学生支援課 留学生関係 その他 令和元年度国際交流推進室　国際交流留学センター 学生支援課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課国際交流・留学生担当廃棄

学生支援課 留学生関係 その他 令和2年度～補講 学生支援課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課国際交流・留学生担当廃棄

学生支援課 留学生関係 その他 令和元年度その他の文書 学生支援課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課国際交流・留学生担当廃棄

学生支援課 留学生関係 その他 令和２年度国際交流推進室　国際交流留学センター 学生支援課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課国際交流・留学生担当廃棄

学生支援課 留学生関係 その他 令和２年度その他の文書① 学生支援課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課国際交流・留学生担当廃棄

学生支援課 留学生関係 その他 令和２年度その他の文書② 学生支援課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課国際交流・留学生担当廃棄

学生支援課 留学生関係 その他 令和２年度国際交流関係 学生支援課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課国際交流・留学生担当廃棄

学生支援課 留学生関係 台帳、記録等 昭和２０年度～教員研修留学生台帳関係 学生支援課 1945年4月1日 常用（無期限） 紙 学生支援課倉庫 学生支援課国際交流・留学生担当廃棄

学生支援課 留学生関係 台帳、記録等 昭和５８年度～６３年度教員研修留学生台帳関係 学生課 1989年4月1日 常用（無期限） 紙 学生支援課倉庫 学生支援課国際交流・留学生担当廃棄

学生支援課 留学生関係 台帳、記録等 平成元年度～６年度教員研修留学生台帳関係 学生課 1995年4月1日 常用（無期限） 紙 学生支援課倉庫 学生支援課国際交流・留学生担当廃棄

学生支援課 留学生関係 台帳、記録等 平成４年度～８年度日本語・日本文化研修留学生台帳関係 学生課 1997年4月1日 常用（無期限） 紙 学生支援課倉庫 学生支援課国際交流・留学生担当廃棄

学生支援課 留学生関係 台帳、記録等 平成４年度～10年度研究留学生台帳関係 学生課 1999年4月1日 常用（無期限） 紙 学生支援課倉庫 学生支援課国際交流・留学生担当廃棄

学生支援課 留学生関係 台帳、記録等 平成７年度～１１年度教員研修留学生台帳関係 学生課 2000年4月1日 常用（無期限） 紙 学生支援課倉庫 学生支援課国際交流・留学生担当廃棄

学生支援課 留学生関係 台帳、記録等 平成９年度～１１年度日本語・日本文化研修留学生台帳関係 学生課 2000年4月1日 常用（無期限） 紙 学生支援課倉庫 学生支援課国際交流・留学生担当廃棄

学生支援課 留学生関係 台帳、記録等 平成１１年度～１２年度留学生記録 学生課 2001年4月1日 常用（無期限） 紙 学生支援課倉庫 学生支援課国際交流・留学生担当廃棄

学生支援課 留学生関係 台帳、記録等 平成１２年度教員研修留学生台帳関係 学生課 2001年4月1日 常用（無期限） 紙 学生支援課倉庫 学生支援課国際交流・留学生担当廃棄

学生支援課 留学生関係 台帳、記録等 平成１２年度研究留学生台帳関係 学生課 2001年4月1日 常用（無期限） 紙 学生支援課倉庫 学生支援課国際交流・留学生担当廃棄

学生支援課 留学生関係 台帳、記録等 平成１２年度～１３年度日本語・日本文化研修留学生台帳関係 学生サービス課 2002年4月1日 常用（無期限） 紙 学生支援課倉庫 学生支援課国際交流・留学生担当廃棄

学生支援課 留学生関係 台帳、記録等 平成１３年度～１４年度留学生記録 学生サービス課 2003年4月1日 常用（無期限） 紙 学生支援課倉庫 学生支援課国際交流・留学生担当廃棄

学生支援課 留学生関係 台帳、記録等 平成１４年度日本語・日本文化研修留学生台帳関係 学生サービス課 2003年4月1日 常用（無期限） 紙 学生支援課倉庫 学生支援課国際交流・留学生担当廃棄

学生支援課 留学生関係 台帳、記録等 平成１５年度日本語・日本文化研修留学生台帳関係 学生サービス課 2004年4月1日 常用（無期限） 紙 学生支援課倉庫 学生支援課国際交流・留学生担当廃棄

学生支援課 留学生関係 台帳、記録等 平成１１年度～1６年度研究留学生台帳関係 学生サービス課 2005年4月1日 常用（無期限） 紙 学生支援課倉庫 学生支援課国際交流・留学生担当廃棄

学生支援課 留学生関係 台帳、記録等 平成１５年度～１６年度留学生記録 学生サービス課 2005年4月1日 常用（無期限） 紙 学生支援課倉庫 学生支援課国際交流・留学生担当廃棄

学生支援課 留学生関係 台帳、記録等 平成１６年度日本語・日本文化研修留学生台帳関係 学生サービス課 2005年4月1日 常用（無期限） 紙 学生支援課倉庫 学生支援課国際交流・留学生担当廃棄

学生支援課 留学生関係 台帳、記録等 平成１７年度日本語・日本文化研修留学生台帳関係 学生支援課 2006年4月1日 常用（無期限） 紙 学生支援課倉庫 学生支援課国際交流・留学生担当廃棄

学生支援課 留学生関係 台帳、記録等 平成１７年度留学生記録 学生支援課 2006年4月1日 常用（無期限） 紙 学生支援課倉庫 学生支援課国際交流・留学生担当廃棄

学生支援課 留学生関係 台帳、記録等 平成１８年度日本語・日本文化研修留学生台帳関係 学生支援課 2007年4月1日 常用（無期限） 紙 学生支援課倉庫 学生支援課国際交流・留学生担当廃棄

学生支援課 留学生関係 台帳、記録等 平成１８年度留学生記録 学生支援課 2007年4月1日 常用（無期限） 紙 学生支援課倉庫 学生支援課国際交流・留学生担当廃棄

学生支援課 留学生関係 台帳、記録等 平成１２年度～１９年度教員研修留学生台帳関係 学生支援課 2008年4月1日 常用（無期限） 紙 学生支援課倉庫 学生支援課国際交流・留学生担当廃棄

学生支援課 留学生関係 台帳、記録等 平成１７年度～１９年度研究留学生台帳関係 学生支援課 2008年4月1日 常用（無期限） 紙 学生支援課倉庫 学生支援課国際交流・留学生担当廃棄

学生支援課 留学生関係 台帳、記録等 平成１９年度日本語・日本文化研修留学生台帳関係 学生支援課 2008年4月1日 常用（無期限） 紙 学生支援課倉庫 学生支援課国際交流・留学生担当廃棄

学生支援課 留学生関係 台帳、記録等 平成１９年度留学生記録 学生支援課 2008年4月1日 常用（無期限） 紙 学生支援課倉庫 学生支援課国際交流・留学生担当廃棄

学生支援課 留学生関係 台帳、記録等 平成２０年度日本語・日本文化研修留学生台帳関係 学生支援課 2009年4月1日 常用（無期限） 紙 学生支援課倉庫 学生支援課国際交流・留学生担当廃棄

学生支援課 留学生関係 台帳、記録等 平成２０年度留学生記録 学生支援課 2009年4月1日 常用（無期限） 紙 学生支援課倉庫 学生支援課国際交流・留学生担当廃棄

学生支援課 留学生関係 台帳、記録等 平成１５年度～平成２１年度特別聴講学生留学生調書 学生支援課 2010年4月1日 常用（無期限） 紙 学生支援課倉庫 学生支援課国際交流・留学生担当廃棄

学生支援課 留学生関係 台帳、記録等 平成２２年度～特別聴講学生留学生調書 学生支援課 2010年4月1日 常用（無期限） 紙 学生支援課倉庫 学生支援課国際交流・留学生担当廃棄

学生支援課 留学生関係 台帳、記録等 平成２１年度日本語・日本文化研修留学生台帳関係 学生支援課 2010年4月1日 常用（無期限） 紙 学生支援課倉庫 学生支援課国際交流・留学生担当廃棄

学生支援課 留学生関係 台帳、記録等 平成２１年度留学生記録 学生支援課 2010年4月1日 常用（無期限） 紙 学生支援課倉庫 学生支援課国際交流・留学生担当廃棄

学生支援課 留学生関係 台帳、記録等 平成２１年度～２２年度研究留学生台帳関係 学生支援課 2011年4月1日 常用（無期限） 紙 学生支援課倉庫 学生支援課国際交流・留学生担当廃棄
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学生支援課 留学生関係 台帳、記録等 平成２２年度日本語・日本文化研修留学生台帳関係 学生支援課 2011年4月1日 常用（無期限） 紙 学生支援課倉庫 学生支援課国際交流・留学生担当廃棄

学生支援課 留学生関係 台帳、記録等 平成２２年度留学生記録 学生支援課 2011年4月1日 常用（無期限） 紙 学生支援課倉庫 学生支援課国際交流・留学生担当廃棄

学生支援課 留学生関係 台帳、記録等 平成２３年留学生記録 学生支援課 2012年4月1日 常用（無期限） 紙 学生支援課倉庫 学生支援課国際交流・留学生担当廃棄

学生支援課 留学生関係 台帳、記録等 平成２３年度日本語・日本文化研修留学生台帳関係 学生支援課 2012年4月1日 常用（無期限） 紙 学生支援課倉庫 学生支援課国際交流・留学生担当廃棄

学生支援課 留学生関係 台帳、記録等 平成２３年度～研究留学生台帳関係 学生支援課 2012年4月1日 常用（無期限） 紙 学生支援課倉庫 学生支援課国際交流・留学生担当廃棄

学生支援課 留学生関係 台帳、記録等 平成２４年留学生記録 学生支援課 2013年4月1日 常用（無期限） 紙 学生支援課倉庫 学生支援課国際交流・留学生担当廃棄

学生支援課 留学生関係 台帳、記録等 平成２５年留学生記録 学生支援課 2014年4月1日 常用（無期限） 紙 学生支援課倉庫 学生支援課国際交流・留学生担当廃棄

学生支援課 留学生関係 台帳、記録等 平成２６年留学生記録 学生支援課 2015年4月1日 常用（無期限） 紙 学生支援課倉庫 学生支援課国際交流・留学生担当廃棄

学生支援課 留学生関係 台帳、記録等 平成２７年留学生記録 学生支援課 2016年4月1日 常用（無期限） 紙 学生支援課倉庫 学生支援課国際交流・留学生担当廃棄

学生支援課 留学生関係 台帳、記録等 平成２８年留学生記録 学生支援課 2017年4月1日 常用（無期限） 紙 学生支援課事務室 学生支援課国際交流・留学生担当廃棄

学生支援課 留学生関係 台帳、記録等 平成２９年留学生記録 学生支援課 2018年4月1日 常用（無期限） 紙 学生支援課事務室 学生支援課国際交流・留学生担当廃棄

学生支援課 留学生関係 台帳、記録等 平成３０年留学生記録 学生支援課 2019年4月1日 常用（無期限） 紙 学生支援課事務室 学生支援課国際交流・留学生担当廃棄

学生支援課 留学生関係 台帳、記録等 令和元年留学生記録 学生支援課 2020年4月1日 常用（無期限） 紙 学生支援課事務室 学生支援課国際交流・留学生担当廃棄

学生支援課 留学生関係 台帳、記録等 令和２年留学生記録 学生支援課 2021年4月1日 常用（無期限） 紙 学生支援課事務室 学生支援課国際交流・留学生担当廃棄

学生支援課 留学生関係 外国人留学生 平成２８年度申請取次関係 学生支援課 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 学生支援課倉庫 学生支援課国際交流・留学生担当廃棄

学生支援課 留学生関係 外国人留学生 平成２８年度留学生経費綴 学生支援課 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 学生支援課倉庫 学生支援課国際交流・留学生担当廃棄

学生支援課 留学生関係 外国人留学生 平成２８年度留学生就職関係 学生支援課 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 学生支援課倉庫 学生支援課国際交流・留学生担当廃棄

学生支援課 留学生関係 外国人留学生 平成２８年度留学生進路記録 学生支援課 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課国際交流・留学生担当廃棄

学生支援課 留学生関係 外国人留学生 平成２９年度外国人留学生各種証明書 学生支援課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 学生支援課倉庫 学生支援課国際交流・留学生担当廃棄

学生支援課 留学生関係 外国人留学生 平成２９年度申請取次関係 学生支援課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 学生支援課倉庫 学生支援課国際交流・留学生担当廃棄

学生支援課 留学生関係 外国人留学生 平成２９年度留学生経費綴 学生支援課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 学生支援課倉庫 学生支援課国際交流・留学生担当廃棄

学生支援課 留学生関係 外国人留学生 平成３０年度外国人留学生各種証明書 学生支援課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課国際交流・留学生担当廃棄

学生支援課 留学生関係 外国人留学生 平成３０年度申請取次関係 学生支援課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課国際交流・留学生担当廃棄

学生支援課 留学生関係 外国人留学生 平成３０年度留学生経費綴 学生支援課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課国際交流・留学生担当廃棄

学生支援課 留学生関係 外国人留学生 令和元年度外国人留学生各種証明書 学生支援課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課国際交流・留学生担当廃棄

学生支援課 留学生関係 外国人留学生 令和元年度申請取次関係 学生支援課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課国際交流・留学生担当廃棄

学生支援課 留学生関係 外国人留学生 令和元年度留学生経費綴 学生支援課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課国際交流・留学生担当廃棄

学生支援課 留学生関係 外国人留学生 令和２年度外国人留学生各種証明書 学生支援課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課国際交流・留学生担当廃棄

学生支援課 留学生関係 外国人留学生 令和２年度在留期間更新等許可申請書関係 学生支援課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課国際交流・留学生担当廃棄

学生支援課 留学生関係 外国人留学生 平成２８年度在留期間更新（資格変更）許可申請 学生支援課 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 学生支援課倉庫 学生支援課国際交流・留学生担当廃棄

学生支援課 留学生関係 外国人留学生 平成２９年度在留期間更新（資格変更）許可申請 学生支援課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 学生支援課倉庫 学生支援課国際交流・留学生担当廃棄

学生支援課 留学生関係 外国人留学生 平成３０年度在留期間更新（資格変更）許可申請 学生支援課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課国際交流・留学生担当廃棄

学生支援課 留学生関係 外国人留学生 令和元年度在留期間更新（資格変更）許可申請 学生支援課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課国際交流・留学生担当廃棄

学生支援課 留学生関係 外国人留学生 平成２９年度留学生就職関係 学生支援課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課国際交流・留学生担当廃棄

学生支援課 留学生関係 外国人留学生 平成２９年度留学生進路記録 学生支援課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課国際交流・留学生担当廃棄

学生支援課 留学生関係 外国人留学生 平成３０年度留学生就職関係 学生支援課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課国際交流・留学生担当廃棄

学生支援課 留学生関係 外国人留学生 平成３０年度留学生進路記録 学生支援課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課国際交流・留学生担当廃棄

学生支援課 留学生関係 外国人留学生 令和元年度留学生就職関係 学生支援課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課国際交流・留学生担当廃棄

学生支援課 留学生関係 外国人留学生 令和元年度留学生進路記録 学生支援課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課国際交流・留学生担当廃棄

学生支援課 留学生関係 外国人留学生 平成２８年度協定校からの受入れ　留学生交流支援制度（受入） 学生支援課 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 学生支援課倉庫 学生支援課国際交流・留学生担当廃棄

学生支援課 留学生関係 外国人留学生 平成２９年度協定校からの受入れ　留学生交流支援制度（受入） 学生支援課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 学生支援課倉庫 学生支援課国際交流・留学生担当廃棄

学生支援課 留学生関係 外国人留学生 平成３０年度協定校からの受入れ　留学生交流支援制度（受入） 学生支援課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課国際交流・留学生担当廃棄

学生支援課 留学生関係 外国人留学生 令和元年度協定校からの受入れ　留学生交流支援制度（受入） 学生支援課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課国際交流・留学生担当廃棄

学生支援課 留学生関係 外国人留学生 令和２年度協定校からの受入れ　留学生交流支援制度（受入） 学生支援課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課国際交流・留学生担当廃棄

学生支援課 留学生関係 外国人留学生 令和元年度～　コロナウイルス関係 学生支援課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課国際交流・留学生担当移管

学生支援課 留学生関係 外国人留学生 令和２年度　留学生渡日関係（水際対策含む） 学生支援課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課国際交流・留学生担当移管

学生支援課 留学生関係 学外会議 平成２８年度奈良地域交流推進会議 学生支援課 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 学生支援課倉庫 学生支援課国際交流・留学生担当廃棄

学生支援課 留学生関係 学外会議 平成２９年度奈良地域交流推進会議 学生支援課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 学生支援課倉庫 学生支援課国際交流・留学生担当廃棄

学生支援課 留学生関係 学外会議 平成３０年度奈良地域交流推進会議 学生支援課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課国際交流・留学生担当廃棄

学生支援課 留学生関係 学外会議 令和元年度奈良地域交流推進会議 学生支援課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課国際交流・留学生担当廃棄

学生支援課 留学生関係 学外会議 令和２年度奈良地域交流推進会議 学生支援課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課国際交流・留学生担当廃棄

学生支援課 留学生関係 行事 平成２８年度学内外行事関係 学生支援課 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 学生支援課倉庫 学生支援課国際交流・留学生担当廃棄

学生支援課 留学生関係 行事 平成２９年度学内外行事関係 学生支援課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 学生支援課倉庫 学生支援課国際交流・留学生担当廃棄

学生支援課 留学生関係 行事 平成３０年度学内外行事関係 学生支援課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課国際交流・留学生担当廃棄

学生支援課 留学生関係 行事 令和元年度学内外行事関係 学生支援課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課国際交流・留学生担当廃棄

学生支援課 留学生関係 行事 令和２年度学内外行事関係 学生支援課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課国際交流・留学生担当廃棄

学生支援課 留学生関係 国費外国人留学生 平成２８年度国費外国人留学生　給与関係・研究・渡日・帰国旅費 学生支援課 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 学生支援課倉庫 学生支援課国際交流・留学生担当廃棄

学生支援課 留学生関係 国費外国人留学生 平成２８年度日本語・日本文化研修留学生 学生支援課 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 学生支援課倉庫 学生支援課国際交流・留学生担当廃棄

学生支援課 留学生関係 国費外国人留学生 平成２８年度研究留学生　教員研修留学生 学生支援課 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 学生支援課倉庫 学生支援課国際交流・留学生担当廃棄
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学生支援課 留学生関係 国費外国人留学生 平成２９年度国費外国人留学生　給与関係・研究・渡日・帰国旅費 学生支援課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 学生支援課倉庫 学生支援課国際交流・留学生担当廃棄

学生支援課 留学生関係 国費外国人留学生 平成２９年度日本語・日本文化研修留学生 学生支援課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 学生支援課倉庫 学生支援課国際交流・留学生担当廃棄

学生支援課 留学生関係 国費外国人留学生 平成２９年度研究留学生　教員研修留学生 学生支援課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 学生支援課倉庫 学生支援課国際交流・留学生担当廃棄

学生支援課 留学生関係 国費外国人留学生 平成３０年度国費外国人留学生　給与関係・研究・渡日・帰国旅費 学生支援課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課国際交流・留学生担当廃棄

学生支援課 留学生関係 国費外国人留学生 平成３０年度日本語・日本文化研修留学生 学生支援課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課国際交流・留学生担当廃棄

学生支援課 留学生関係 国費外国人留学生 平成３０年度研究留学生　教員研修留学生 学生支援課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課国際交流・留学生担当廃棄

学生支援課 留学生関係 国費外国人留学生 令和元年度国費外国人留学生　給与関係・研究・渡日・帰国旅費 学生支援課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課国際交流・留学生担当廃棄

学生支援課 留学生関係 国費外国人留学生 令和元年度日本語・日本文化研修留学生 学生支援課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課国際交流・留学生担当廃棄

学生支援課 留学生関係 国費外国人留学生 令和元年度研究留学生　教員研修留学生 学生支援課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課国際交流・留学生担当廃棄

学生支援課 留学生関係 国費外国人留学生 令和２年度国費外国人留学生　給与関係・研究・渡日・帰国旅費 学生支援課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課国際交流・留学生担当廃棄

学生支援課 留学生関係 国費外国人留学生 令和２年度日本語・日本文化研修留学生 学生支援課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課国際交流・留学生担当廃棄

学生支援課 留学生関係 国費外国人留学生 令和２年度研究留学生　教員研修留学生 学生支援課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課国際交流・留学生担当廃棄

学生支援課 留学生関係 資格外活動 平成２８年度資格外活動許可申請 学生支援課 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 学生支援課倉庫 学生支援課国際交流・留学生担当廃棄

学生支援課 留学生関係 資格外活動 平成２９年度資格外活動許可申請 学生支援課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 学生支援課倉庫 学生支援課国際交流・留学生担当廃棄

学生支援課 留学生関係 資格外活動 平成３０年度資格外活動許可申請 学生支援課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課国際交流・留学生担当廃棄

学生支援課 留学生関係 資格外活動 令和元年度資格外活動許可申請 学生支援課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課国際交流・留学生担当廃棄

学生支援課 留学生関係 資格外活動 令和２年度資格外活動許可申請 学生支援課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課国際交流・留学生担当廃棄

学生支援課 留学生関係 奨学金 平成２８年度留学生奨学金関係 学生支援課 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 学生支援課倉庫 学生支援課国際交流・留学生担当廃棄

学生支援課 留学生関係 奨学金 平成２９年度留学生奨学金関係 学生支援課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 学生支援課倉庫 学生支援課国際交流・留学生担当廃棄

学生支援課 留学生関係 奨学金 平成３０年度留学生奨学金関係 学生支援課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課国際交流・留学生担当廃棄

学生支援課 留学生関係 奨学金 令和元年度留学生奨学金関係 学生支援課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課国際交流・留学生担当廃棄

学生支援課 留学生関係 奨学金 令和２年度留学生奨学金関係 学生支援課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課国際交流・留学生担当廃棄

学生支援課 留学生関係 奨学金 平成２８年度トビタテ！留学JAPAN 学生支援課 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 学生支援課倉庫 学生支援課国際交流・留学生担当廃棄

学生支援課 留学生関係 奨学金 平成２９年度トビタテ！留学JAPAN 学生支援課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 学生支援課倉庫 学生支援課国際交流・留学生担当廃棄

学生支援課 留学生関係 奨学金 平成３０年度トビタテ！留学JAPAN 学生支援課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課国際交流・留学生担当廃棄

学生支援課 留学生関係 奨学金 令和元年度トビタテ！留学JAPAN 学生支援課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課国際交流・留学生担当廃棄

学生支援課 留学生関係 奨学金 令和２年度トビタテ！留学JAPAN 学生支援課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課国際交流・留学生担当廃棄

学生支援課 留学生関係 調査関係 平成２８年度文部科学省・日本学生支援機構関係 学生支援課 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 学生支援課倉庫 学生支援課国際交流・留学生担当廃棄

学生支援課 留学生関係 調査関係 平成２９年度文部科学省・日本学生支援機構関係 学生支援課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 学生支援課倉庫 学生支援課国際交流・留学生担当廃棄

学生支援課 留学生関係 調査関係 平成３０年度文部科学省・日本学生支援機構関係 学生支援課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課国際交流・留学生担当廃棄

学生支援課 留学生関係 調査関係 令和元年度文部科学省・日本学生支援機構関係 学生支援課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課国際交流・留学生担当廃棄

学生支援課 留学生関係 調査関係 令和２年度文部科学省・日本学生支援機構関係 学生支援課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課国際交流・留学生担当廃棄

学生支援課 留学生関係 調査関係 令和２年度　調査・研修会資料等 学生支援課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課国際交流・留学生担当廃棄

学生支援課 留学生関係 派遣留学生 平成１８年度協定校への派遣短期留学推進制度（派遣） 学生支援課 2007年4月1日 常用（無期限） 紙 学生支援課倉庫 学生支援課国際交流・留学生担当廃棄

学生支援課 留学生関係 派遣留学生 平成１９年度協定校への派遣短期留学推進制度（派遣） 学生支援課 2008年4月1日 常用（無期限） 紙 学生支援課倉庫 学生支援課国際交流・留学生担当廃棄

学生支援課 留学生関係 派遣留学生 平成２１年度協定校への派遣短期留学推進制度（派遣） 学生支援課 2010年4月1日 常用（無期限） 紙 学生支援課倉庫 学生支援課国際交流・留学生担当廃棄

学生支援課 留学生関係 派遣留学生 平成２１年度協定校への派遣短期留学推進制度（派遣）２ 学生支援課 2010年4月1日 常用（無期限） 紙 学生支援課倉庫 学生支援課国際交流・留学生担当廃棄

学生支援課 留学生関係 派遣留学生 平成２２年度協定校への派遣短期留学推進制度（派遣） 学生支援課 2011年4月1日 常用（無期限） 紙 学生支援課倉庫 学生支援課国際交流・留学生担当廃棄

学生支援課 留学生関係 派遣留学生 平成２３年度協定校への派遣短期留学推進制度（派遣） 学生支援課 2012年4月1日 常用（無期限） 紙 学生支援課倉庫 学生支援課国際交流・留学生担当廃棄

学生支援課 留学生関係 派遣留学生 平成２４年度協定校への派遣短期留学推進制度（派遣） 学生支援課 2013年4月1日 常用（無期限） 紙 学生支援課倉庫 学生支援課国際交流・留学生担当廃棄

学生支援課 留学生関係 派遣留学生 平成２４年度協定校への派遣短期留学推進制度（派遣） 学生支援課 2013年4月1日 常用（無期限） 紙 学生支援課倉庫 学生支援課国際交流・留学生担当廃棄

学生支援課 留学生関係 派遣留学生 平成２６年度協定校への派遣短期留学推進制度（派遣） 学生支援課 2015年4月1日 常用（無期限） 紙 学生支援課倉庫 学生支援課国際交流・留学生担当廃棄

学生支援課 留学生関係 派遣留学生 平成２７年度協定校への派遣　短期留学推進制度（派遣） 学生支援課 2016年4月1日 常用（無期限） 紙 学生支援課倉庫 学生支援課国際交流・留学生担当廃棄

学生支援課 留学生関係 派遣留学生 平成２８年度協定校への派遣　短期留学推進制度（派遣） 学生支援課 2017年4月1日 常用（無期限） 紙 学生支援課倉庫 学生支援課国際交流・留学生担当廃棄

学生支援課 留学生関係 派遣留学生 平成２９年度協定校への派遣　短期留学推進制度（派遣） 学生支援課 2018年4月1日 常用（無期限） 紙 学生支援課倉庫 学生支援課国際交流・留学生担当廃棄

学生支援課 留学生関係 派遣留学生 平成３０年度協定校への派遣　短期留学推進制度（派遣） 学生支援課 2019年4月1日 常用（無期限） 紙 学生支援課事務室 学生支援課国際交流・留学生担当廃棄

学生支援課 留学生関係 派遣留学生 令和元年度協定校への派遣　短期留学推進制度（派遣） 学生支援課 2020年4月1日 常用（無期限） 紙 学生支援課事務室 学生支援課国際交流・留学生担当廃棄

学生支援課 留学生関係 派遣留学生 令和２年度協定校への派遣（交換留学） 学生支援課 2021年4月1日 常用（無期限） 紙 学生支援課事務室 学生支援課国際交流・留学生担当廃棄

学生支援課 会議等 委員会等 国際交流推進室（平成２４年度～平成２６年度） 企画連携課 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課国際交流・留学生担当廃棄

学生支援課 会議等 委員会等 国際交流推進室２（平成２６年度～平成２７年度） 企画連携課 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課国際交流・留学生担当廃棄

学生支援課 奨学援助 入学料免除 平成３１年度入学料免除・猶予関係綴 学生支援課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 学生支援課倉庫 学生支援課厚生担当 廃棄

学生支援課 奨学援助 入学料免除 令和２年度入学料免除・猶予関係綴 学生支援課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 学生支援課倉庫 学生支援課厚生担当 廃棄

学生支援課 奨学援助 高等教育の修学支援制度 平成３１年度高等教育の修学支援制度綴 学生支援課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 学生支援課倉庫 学生支援課厚生担当 廃棄

学生支援課 奨学援助 高等教育の修学支援制度 令和２年度高等教育の修学支援制度綴 学生支援課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 学生支援課倉庫 学生支援課厚生担当 廃棄

学生支援課 奨学援助 奨学金 令和２年度学生支援緊急給付金申請関係 学生支援課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 学生支援課倉庫 学生支援課厚生担当 廃棄

学生支援課 奨学援助 奨学金 令和２年度緊急学生支援金給付申請関係 学生支援課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 学生支援課倉庫 学生支援課厚生担当 廃棄

学生支援課 障害支援 障害を有する学生の支援室 令和２年度障害を有する学生の支援室関係 学生支援課 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 学生支援課倉庫 学生支援課厚生担当 廃棄

保健センター 会議等 委員会等 平成１５年度保健管理センター運営委員会関係 保健管理センター 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 保健センター 保健センター 廃棄

保健センター 会議等 委員会等 平成１６年度保健管理センター運営委員会関係 保健管理センター 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 保健センター 保健センター 廃棄
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法人文書ファイル管理簿

文書分類
（大分類）

文書分類
（中分類）
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保存場所 管理担当課・係
保存期間満
了時の措置

結果

保健センター 会議等 委員会等 平成１７年度保健管理センター運営委員会関係 保健管理センター 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 保健センター 保健センター 廃棄

保健センター 会議等 委員会等 平成１８年度保健管理センター運営委員会関係 保健管理センター 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 保健センター 保健センター 廃棄

保健センター 会議等 委員会等 平成１９年度保健管理センター運営委員会関係 保健管理センター 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 保健センター 保健センター 廃棄

保健センター 会議等 委員会等 平成２０年度保健管理センター運営委員会関係 保健管理センター 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 保健センター 保健センター 廃棄

保健センター 会議等 委員会等 平成２１年度保健管理センター運営委員会関係 保健管理センター 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 保健センター 保健センター 廃棄

保健センター 会議等 委員会等 平成２２年度保健管理センター運営委員会関係 保健管理センター 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 保健センター 保健センター 廃棄

保健センター 会議等 委員会等 平成２３年度保健管理センター運営委員会関係 保健管理センター 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 保健センター 保健センター 廃棄

保健センター 会議等 委員会等 平成２４年度保健センター運営委員会関係 保健センター 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 保健センター 保健センター 廃棄

保健センター 会議等 委員会等 平成２５年度保健センター運営委員会関係 保健センター 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 保健センター 保健センター 廃棄

保健センター 会議等 委員会等 平成２６年度保健センター運営委員会関係 保健センター 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 保健センター 保健センター 廃棄

保健センター 会議等 委員会等 平成２７年度保健センター運営委員会関係 保健センター 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 保健センター 保健センター 廃棄

保健センター 会議等 委員会等 平成２８年度保健センター運営委員会関係 保健センター 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 保健センター 保健センター 廃棄

保健センター 会議等 委員会等 平成２９年度保健センター運営委員会関係 保健センター 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 保健センター 保健センター 廃棄

保健センター 会議等 委員会等 平成３０年度保健センター運営委員会関係 保健センター 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 保健センター 保健センター 廃棄

保健センター 会議等 委員会等 令和元年度保健センター運営委員会関係 保健センター 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 保健センター 保健センター 廃棄

保健センター 会議等 委員会等 令和２年度保健センター運営委員会関係 保健センター 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 保健センター 保健センター 廃棄

保健センター 会議等 学外会議 平成２８年度全国大学保健管理協会関係綴 保健センター 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 保健センター 保健センター 廃棄

保健センター 会議等 学外会議 平成２９年度全国大学保健管理協会関係綴 保健センター 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 保健センター 保健センター 廃棄

保健センター 会議等 学外会議 平成３０年度全国大学保健管理協会関係綴 保健センター 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 保健センター 保健センター 廃棄

保健センター 会議等 学外会議 令和元年度全国大学保健管理協会関係綴 保健センター 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 保健センター 保健センター 廃棄

保健センター 会議等 学外会議 令和２年度全国大学保健管理協会関係綴 保健センター 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 保健センター 保健センター 廃棄

保健センター 学生等福利厚生 健康診断関係 平成２８年度診療記録 保健センター 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 保健センター 保健センター 廃棄

保健センター 学生等福利厚生 健康診断関係 平成２８年度学生及び教職員の健康診断関係記録 保健センター 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 保健センター 保健センター 廃棄

保健センター 学生等福利厚生 健康診断関係 平成２８年度教職員の心理的な負担の程度を把握するための検査結果等記録 保健センター 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 保健センター 保健センター 廃棄

保健センター 学生等福利厚生 健康診断関係 平成２９年度診療記録 保健センター 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 保健センター 保健センター 廃棄

保健センター 学生等福利厚生 健康診断関係 平成２９年度学生及び教職員の健康診断関係記録 保健センター 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 保健センター 保健センター 廃棄

保健センター 学生等福利厚生 健康診断関係 平成２９年度教職員の有機溶剤中毒予防規則に定める特殊健康診断記録 保健センター 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 保健センター 保健センター 廃棄

保健センター 学生等福利厚生 健康診断関係 平成２９年度教職員のクロロホルムほか9物質の特殊健康診断記録 保健センター 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 保健センター 保健センター 廃棄

保健センター 学生等福利厚生 健康診断関係 平成２９年度教職員の心理的な負担の程度を把握するための検査結果等記録 保健センター 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 保健センター 保健センター 廃棄

保健センター 学生等福利厚生 健康診断関係 平成３０年度診療記録 保健センター 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 保健センター 保健センター 廃棄

保健センター 学生等福利厚生 健康診断関係 平成３０年度学生及び教職員の健康診断関係記録 保健センター 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 保健センター 保健センター 廃棄

保健センター 学生等福利厚生 健康診断関係 平成３０年度教職員の有機溶剤中毒予防規則に定める特殊健康診断記録 保健センター 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 保健センター 保健センター 廃棄

保健センター 学生等福利厚生 健康診断関係 平成３０年度教職員のクロロホルムほか9物質の特殊健康診断記録 保健センター 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 保健センター 保健センター 廃棄

保健センター 学生等福利厚生 健康診断関係 平成３０年度教職員の心理的な負担の程度を把握するための検査結果等記録 保健センター 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 保健センター 保健センター 廃棄

保健センター 学生等福利厚生 健康診断関係 令和元年度診療記録 保健センター 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 保健センター 保健センター 廃棄

保健センター 学生等福利厚生 健康診断関係 令和元年度学生及び教職員の健康診断関係記録 保健センター 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 保健センター 保健センター 廃棄

保健センター 学生等福利厚生 健康診断関係 令和元年度教職員の有機溶剤中毒予防規則に定める特殊健康診断記録 保健センター 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 保健センター 保健センター 廃棄

保健センター 学生等福利厚生 健康診断関係 令和元年度教職員のクロロホルムほか9物質の特殊健康診断記録 保健センター 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 保健センター 保健センター 廃棄

保健センター 学生等福利厚生 健康診断関係 令和元年度教職員の心理的な負担の程度を把握するための検査結果等記録 保健センター 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 保健センター 保健センター 廃棄

保健センター 学生等福利厚生 健康診断関係 令和２年度診療記録 保健センター 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 保健センター 保健センター 廃棄

保健センター 学生等福利厚生 健康診断関係 令和２年度学生及び教職員の健康診断関係記録 保健センター 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 保健センター 保健センター 廃棄

保健センター 学生等福利厚生 健康診断関係 令和２年度教職員の有機溶剤中毒予防規則に定める特殊健康診断記録 保健センター 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 保健センター 保健センター 廃棄

保健センター 学生等福利厚生 健康診断関係 令和２年度教職員のクロロホルムほか9物質の特殊健康診断記録 保健センター 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 保健センター 保健センター 廃棄

保健センター 学生等福利厚生 健康診断関係 令和２年度教職員の心理的な負担の程度を把握するための検査結果等記録 保健センター 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 保健センター 保健センター 廃棄

保健センター 広報関係 その他広報 平成１５年度保健センターだより 保健管理センター 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 保健センター 保健センター 廃棄

保健センター 広報関係 その他広報 平成１６年度保健センターだより 保健管理センター 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 保健センター 保健センター 廃棄

保健センター 広報関係 その他広報 平成１７年度保健センターだより 保健管理センター 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 保健センター 保健センター 廃棄

保健センター 広報関係 その他広報 平成１８年度保健センターだより 保健管理センター 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 保健センター 保健センター 廃棄

保健センター 広報関係 その他広報 平成１９年度保健センターだより 保健管理センター 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 保健センター 保健センター 廃棄

保健センター 広報関係 その他広報 平成２０年度保健センターだより 保健管理センター 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 保健センター 保健センター 廃棄

保健センター 広報関係 その他広報 平成２１年度保健センターだより 保健管理センター 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 保健センター 保健センター 廃棄

保健センター 広報関係 その他広報 平成２２年度保健センターだより 保健管理センター 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 保健センター 保健センター 廃棄

保健センター 広報関係 その他広報 平成２３年度保健センターだより 保健管理センター 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 保健センター 保健センター 廃棄

保健センター 広報関係 その他広報 平成２４年度保健センターだより 保健センター 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 保健センター 保健センター 廃棄

保健センター 広報関係 その他広報 平成２５年度保健センターだより 保健センター 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 保健センター 保健センター 廃棄

保健センター 広報関係 その他広報 平成２６年度保健センターだより 保健センター 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 保健センター 保健センター 廃棄

保健センター 広報関係 その他広報 平成２７年度保健センターだより 保健センター 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 保健センター 保健センター 廃棄

企画連携課 地域連携関係 司書教諭講習 学校図書館司書教諭単位修得証明書写（昭和５７年度～平成１１年度） 企画広報室 2000年4月1日 常用（無期限） 紙 企画連携課事務室 企画連携課国際交流・地域連携担当廃棄
企画連携課 地域連携関係 司書教諭講習 学校図書館司書教諭講習修了者名簿（H１３年度～） 企画広報室 2001年4月1日 常用（無期限） 紙 企画連携課事務室 企画連携課国際交流・地域連携担当廃棄
企画連携課 地域連携関係 司書教諭講習 学校図書館司書教諭講習単位修得証明書綴（平成１１年度～１４年度） 企画広報室 2003年4月1日 常用（無期限） 紙 企画連携課事務室 企画連携課国際交流・地域連携担当廃棄
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法人文書ファイル管理簿
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結果
企画連携課 地域連携関係 免許状更新講習 平成２０年度免許状更新講習試行予備講習履修証明書 総務課 2009年4月1日 常用（無期限） 紙 企画連携課倉庫 企画連携課国際交流・地域連携担当廃棄
企画連携課 地域連携関係 免許状更新講習 教員免許状更新講習履修証明書１（平成２１年～平成２６年） 企画連携課 2009年4月1日 常用（無期限） 紙 企画連携課事務室 企画連携課地域連携担当 廃棄
企画連携課 地域連携関係 免許状更新講習 平成２１年度教員免許状更新講習履修証明書１ 総務課 2010年4月1日 常用（無期限） 紙 企画連携課倉庫 企画連携課国際交流・地域連携担当廃棄
企画連携課 地域連携関係 免許状更新講習 平成２１年度教員免許状更新講習履修証明書２ 総務課 2010年4月1日 常用（無期限） 紙 企画連携課倉庫 企画連携課国際交流・地域連携担当廃棄
企画連携課 地域連携関係 免許状更新講習 平成２２年度教員免許状更新講習履修証明書 総務課 2011年4月1日 10年常用（無期限）2021年3月31日 紙 企画連携課倉庫 企画連携課国際交流・地域連携担当廃棄
企画連携課 会議等 委員会等 平成２３年度国際交流・地域連携委員会 総務企画課 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課国際交流・地域連携担当廃棄
企画連携課 地域連携関係 司書教諭講習 平成２３年度学校図書館司書教諭講習関係 総務企画課 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課国際交流・地域連携担当廃棄
企画連携課 地域連携関係 免許状更新講習 教員免許状更新講習関係５（平成２２年度～平成２３年度） 総務企画課 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課国際交流・地域連携担当廃棄
企画連携課 地域連携関係 免許状更新講習 平成２３年度教員免許状更新講習解答･成績報告書選択１ 総務企画課 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 企画連携課倉庫 企画連携課国際交流・地域連携担当廃棄
企画連携課 地域連携関係 免許状更新講習 平成２３年度教員免許状更新講習解答･成績報告書選択２ 総務企画課 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 企画連携課倉庫 企画連携課国際交流・地域連携担当廃棄
企画連携課 地域連携関係 免許状更新講習 平成２３年度教員免許状更新講習解答･成績報告書選択３ 総務企画課 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 企画連携課倉庫 企画連携課国際交流・地域連携担当廃棄
企画連携課 地域連携関係 免許状更新講習 平成２３年度教員免許状更新講習解答･成績報告書選択４ 総務企画課 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 企画連携課倉庫 企画連携課国際交流・地域連携担当廃棄
企画連携課 地域連携関係 免許状更新講習 平成２３年度教員免許状更新講習解答･成績報告書選択５ 総務企画課 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 企画連携課倉庫 企画連携課国際交流・地域連携担当廃棄
企画連携課 地域連携関係 免許状更新講習 平成２３年度教員免許状更新講習解答･成績報告書選択６ 総務企画課 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 企画連携課倉庫 企画連携課国際交流・地域連携担当廃棄
企画連携課 地域連携関係 免許状更新講習 平成２３年度教員免許状更新講習解答･成績報告書選択７ 総務企画課 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 企画連携課倉庫 企画連携課国際交流・地域連携担当廃棄
企画連携課 地域連携関係 免許状更新講習 平成２３年度教員免許状更新講習解答･成績報告書必修１ 総務企画課 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 企画連携課倉庫 企画連携課国際交流・地域連携担当廃棄
企画連携課 地域連携関係 免許状更新講習 平成２３年度教員免許状更新講習解答･成績報告書必修２ 総務企画課 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 企画連携課倉庫 企画連携課国際交流・地域連携担当廃棄
企画連携課 地域連携関係 免許状更新講習 平成２３年度教員免許状更新講習解答･成績報告書必修３ 総務企画課 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 企画連携課倉庫 企画連携課国際交流・地域連携担当廃棄
企画連携課 地域連携関係 免許状更新講習 平成２３年度教員免許状更新講習解答･成績報告書必修４ 総務企画課 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 企画連携課倉庫 企画連携課国際交流・地域連携担当廃棄
企画連携課 地域連携関係 免許状更新講習 平成２３年度教員免許状更新講習解答･成績報告書必修５ 総務企画課 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 企画連携課倉庫 企画連携課国際交流・地域連携担当廃棄
企画連携課 地域連携関係 免許状更新講習 平成２３年度教員免許状更新講習解答･成績報告書必修６ 総務企画課 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 企画連携課倉庫 企画連携課国際交流・地域連携担当廃棄
企画連携課 地域連携関係 免許状更新講習 平成２３年度教員免許状更新講習解答･成績報告書必修７ 総務企画課 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 企画連携課倉庫 企画連携課国際交流・地域連携担当廃棄
企画連携課 地域連携関係 免許状更新講習 平成２３年度教員免許状更新講習解答･成績報告書必修８ 総務企画課 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 企画連携課倉庫 企画連携課国際交流・地域連携担当廃棄
企画連携課 地域連携関係 免許状更新講習 平成２３年度教員免許状更新講習概要･資料･採点基準１ 総務企画課 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 企画連携課倉庫 企画連携課国際交流・地域連携担当廃棄
企画連携課 地域連携関係 免許状更新講習 平成２３年度教員免許状更新講習概要･資料･採点基準２ 総務企画課 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 企画連携課倉庫 企画連携課国際交流・地域連携担当廃棄
企画連携課 地域連携関係 免許状更新講習 平成２３年度教員免許状更新講習受講申込書選択１ 総務企画課 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 企画連携課倉庫 企画連携課国際交流・地域連携担当廃棄
企画連携課 地域連携関係 免許状更新講習 平成２３年度教員免許状更新講習受講申込書選択２ 総務企画課 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 企画連携課倉庫 企画連携課国際交流・地域連携担当廃棄
企画連携課 地域連携関係 免許状更新講習 平成２３年度教員免許状更新講習受講申込書選択３ 総務企画課 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 企画連携課倉庫 企画連携課国際交流・地域連携担当廃棄
企画連携課 地域連携関係 免許状更新講習 平成２３年度教員免許状更新講習受講申込書選択４ 総務企画課 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 企画連携課倉庫 企画連携課国際交流・地域連携担当廃棄
企画連携課 地域連携関係 免許状更新講習 平成２３年度教員免許状更新講習受講申込書選択５ 総務企画課 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 企画連携課倉庫 企画連携課国際交流・地域連携担当廃棄
企画連携課 地域連携関係 免許状更新講習 平成２３年度教員免許状更新講習受講申込書選択６ 総務企画課 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 企画連携課倉庫 企画連携課国際交流・地域連携担当廃棄
企画連携課 地域連携関係 免許状更新講習 平成２３年度教員免許状更新講習受講申込書必修１ 総務企画課 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 企画連携課倉庫 企画連携課国際交流・地域連携担当廃棄
企画連携課 地域連携関係 免許状更新講習 平成２３年度教員免許状更新講習受講申込書必修２ 総務企画課 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 企画連携課倉庫 企画連携課国際交流・地域連携担当廃棄
企画連携課 会議等 委員会等 平成２４年度地域連携室 総務企画課 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課国際交流・地域連携担当廃棄
企画連携課 地域連携関係 司書教諭講習 学校図書館司書教諭講習単位修得証明書綴（平成１５年度～２４年度） 企画広報室 2013年4月1日 常用（無期限） 紙 企画連携課事務室 企画連携課国際交流・地域連携担当廃棄
企画連携課 地域連携関係 司書教諭講習 平成２４年度学校図書館司書教諭講習関係 総務企画課 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課国際交流・地域連携担当廃棄
企画連携課 地域連携関係 司書教諭講習 学校図書館司書教諭講習単位修得証明書綴（平成２５年度～） 総務企画課 2013年4月1日 常用（無期限） 紙 企画連携課事務室 企画連携課国際交流・地域連携担当廃棄
企画連携課 地域連携関係 免許状更新講習 教員免許状更新講習関係６（平成２３年度～平成２４年度） 総務企画課 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課国際交流・地域連携担当廃棄
企画連携課 地域連携関係 免許状更新講習 平成２４年度教員免許状更新講習解答･成績報告書選択１ 総務企画課 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 企画連携課倉庫 企画連携課国際交流・地域連携担当廃棄
企画連携課 地域連携関係 免許状更新講習 平成２４年度教員免許状更新講習解答･成績報告書選択２ 総務企画課 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 企画連携課倉庫 企画連携課国際交流・地域連携担当廃棄
企画連携課 地域連携関係 免許状更新講習 平成２４年度教員免許状更新講習解答･成績報告書選択３ 総務企画課 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 企画連携課倉庫 企画連携課国際交流・地域連携担当廃棄
企画連携課 地域連携関係 免許状更新講習 平成２４年度教員免許状更新講習解答･成績報告書選択４ 総務企画課 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 企画連携課倉庫 企画連携課国際交流・地域連携担当廃棄
企画連携課 地域連携関係 免許状更新講習 平成２４年度教員免許状更新講習解答･成績報告書選択５ 総務企画課 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 企画連携課倉庫 企画連携課国際交流・地域連携担当廃棄
企画連携課 地域連携関係 免許状更新講習 平成２４年度教員免許状更新講習解答･成績報告書選択６ 総務企画課 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 企画連携課倉庫 企画連携課国際交流・地域連携担当廃棄
企画連携課 地域連携関係 免許状更新講習 平成２４年度教員免許状更新講習解答･成績報告書選択７ 総務企画課 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 企画連携課倉庫 企画連携課国際交流・地域連携担当廃棄
企画連携課 地域連携関係 免許状更新講習 平成２４年度教員免許状更新講習解答･成績報告書選択８ 総務企画課 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 企画連携課倉庫 企画連携課国際交流・地域連携担当廃棄
企画連携課 地域連携関係 免許状更新講習 平成２４年度教員免許状更新講習解答･成績報告書必修１ 総務企画課 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 企画連携課倉庫 企画連携課国際交流・地域連携担当廃棄
企画連携課 地域連携関係 免許状更新講習 平成２４年度教員免許状更新講習解答･成績報告書必修２ 総務企画課 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 企画連携課倉庫 企画連携課国際交流・地域連携担当廃棄
企画連携課 地域連携関係 免許状更新講習 平成２４年度教員免許状更新講習解答･成績報告書必修３ 総務企画課 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 企画連携課倉庫 企画連携課国際交流・地域連携担当廃棄
企画連携課 地域連携関係 免許状更新講習 平成２４年度教員免許状更新講習解答･成績報告書必修４ 総務企画課 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 企画連携課倉庫 企画連携課国際交流・地域連携担当廃棄
企画連携課 地域連携関係 免許状更新講習 平成２４年度教員免許状更新講習解答･成績報告書必修５ 総務企画課 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 企画連携課倉庫 企画連携課国際交流・地域連携担当廃棄
企画連携課 地域連携関係 免許状更新講習 平成２４年度教員免許状更新講習解答･成績報告書必修６ 総務企画課 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 企画連携課倉庫 企画連携課国際交流・地域連携担当廃棄
企画連携課 地域連携関係 免許状更新講習 平成２４年度教員免許状更新講習解答･成績報告書必修７ 総務企画課 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 企画連携課倉庫 企画連携課国際交流・地域連携担当廃棄
企画連携課 地域連携関係 免許状更新講習 平成２４年度教員免許状更新講習解答･成績報告書必修８ 総務企画課 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 企画連携課倉庫 企画連携課国際交流・地域連携担当廃棄
企画連携課 地域連携関係 免許状更新講習 平成２４年度教員免許状更新講習概要･資料･採点基準１ 総務企画課 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 企画連携課倉庫 企画連携課国際交流・地域連携担当廃棄
企画連携課 地域連携関係 免許状更新講習 平成２４年度教員免許状更新講習概要･資料･採点基準２ 総務企画課 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 企画連携課倉庫 企画連携課国際交流・地域連携担当廃棄
企画連携課 地域連携関係 免許状更新講習 平成２４年度教員免許状更新講習受講申込書選択１ 総務企画課 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 企画連携課倉庫 企画連携課国際交流・地域連携担当廃棄
企画連携課 地域連携関係 免許状更新講習 平成２４年度教員免許状更新講習受講申込書選択１０・１１月分 総務企画課 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 企画連携課倉庫 企画連携課国際交流・地域連携担当廃棄
企画連携課 地域連携関係 免許状更新講習 平成２４年度教員免許状更新講習受講申込書選択２ 総務企画課 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 企画連携課倉庫 企画連携課国際交流・地域連携担当廃棄
企画連携課 地域連携関係 免許状更新講習 平成２４年度教員免許状更新講習受講申込書選択３ 総務企画課 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 企画連携課倉庫 企画連携課国際交流・地域連携担当廃棄
企画連携課 地域連携関係 免許状更新講習 平成２４年度教員免許状更新講習受講申込書選択４ 総務企画課 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 企画連携課倉庫 企画連携課国際交流・地域連携担当廃棄
企画連携課 地域連携関係 免許状更新講習 平成２４年度教員免許状更新講習受講申込書選択５ 総務企画課 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 企画連携課倉庫 企画連携課国際交流・地域連携担当廃棄
企画連携課 地域連携関係 免許状更新講習 平成２４年度教員免許状更新講習受講申込書必修１００１ 総務企画課 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 企画連携課倉庫 企画連携課国際交流・地域連携担当廃棄
企画連携課 地域連携関係 免許状更新講習 平成２４年度教員免許状更新講習受講申込書必修１００２ 総務企画課 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 企画連携課倉庫 企画連携課国際交流・地域連携担当廃棄
企画連携課 会議等 委員会等 教員免許状更新講習運営委員会２（平成２２年度～平成２５年度） 総務企画課 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課国際交流・地域連携担当廃棄
企画連携課 会議等 委員会等 平成２５年度地域連携室 総務企画課 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課国際交流・地域連携担当廃棄
企画連携課 地域連携関係 司書教諭講習 平成２５年度学校図書館司書教諭講習関係 総務企画課 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課国際交流・地域連携担当廃棄
企画連携課 地域連携関係 免許状更新講習 教員免許状更新講習関係７（平成２４年度～平成２５年度） 総務企画課 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課国際交流・地域連携担当廃棄
企画連携課 地域連携関係 免許状更新講習 平成２５年度教員免許状更新講習解答･成績報告書選択１ 総務企画課 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 企画連携課倉庫 企画連携課国際交流・地域連携担当廃棄
企画連携課 地域連携関係 免許状更新講習 平成２５年度教員免許状更新講習解答･成績報告書必修１ 総務企画課 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 企画連携課倉庫 企画連携課国際交流・地域連携担当廃棄
企画連携課 地域連携関係 免許状更新講習 平成２５年度教員免許状更新講習概要･資料･採点基準１ 総務企画課 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 企画連携課倉庫 企画連携課国際交流・地域連携担当廃棄
企画連携課 地域連携関係 免許状更新講習 平成２５年度教員免許状更新講習受講申込書選択１ 総務企画課 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 企画連携課倉庫 企画連携課国際交流・地域連携担当廃棄
企画連携課 地域連携関係 免許状更新講習 平成２５年度教員免許状更新講習受講申込書必修１ 総務企画課 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 企画連携課倉庫 企画連携課国際交流・地域連携担当廃棄
企画連携課 会議等 委員会等 平成２６年度地域連携室 企画連携課 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課国際交流・地域連携担当廃棄
企画連携課 地域連携関係 教育職員免許法認定講習 平成２６年度教育職員免許法認定講習関係 企画連携課 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課国際交流・地域連携担当廃棄
企画連携課 地域連携関係 司書教諭講習 平成２６年度学校図書館司書教諭講習関係 企画連携課 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課国際交流・地域連携担当廃棄
企画連携課 地域連携関係 免許状更新講習 教員免許状更新講習関係８（平成２５年度～平成２６年度） 企画連携課 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課国際交流・地域連携担当廃棄
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結果
企画連携課 地域連携関係 免許状更新講習 平成２６年度教員免許状更新講習解答･成績報告書選択１ 企画連携課 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 企画連携課倉庫 企画連携課国際交流・地域連携担当廃棄
企画連携課 地域連携関係 免許状更新講習 平成２６年度教員免許状更新講習解答･成績報告書選択２ 企画連携課 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 企画連携課倉庫 企画連携課国際交流・地域連携担当廃棄
企画連携課 地域連携関係 免許状更新講習 平成２６年度教員免許状更新講習解答･成績報告書選択３ 企画連携課 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 企画連携課倉庫 企画連携課国際交流・地域連携担当廃棄
企画連携課 地域連携関係 免許状更新講習 平成２６年度教員免許状更新講習解答･成績報告書選択４ 企画連携課 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 企画連携課倉庫 企画連携課国際交流・地域連携担当廃棄
企画連携課 地域連携関係 免許状更新講習 平成２６年度教員免許状更新講習解答･成績報告書選択５ 企画連携課 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 企画連携課倉庫 企画連携課国際交流・地域連携担当廃棄
企画連携課 地域連携関係 免許状更新講習 平成２６年度教員免許状更新講習解答･成績報告書選択６ 企画連携課 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 企画連携課倉庫 企画連携課国際交流・地域連携担当廃棄
企画連携課 地域連携関係 免許状更新講習 平成２６年度教員免許状更新講習解答･成績報告書選択７ 企画連携課 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 企画連携課倉庫 企画連携課国際交流・地域連携担当廃棄
企画連携課 地域連携関係 免許状更新講習 平成２６年度教員免許状更新講習解答･成績報告書必修１ 企画連携課 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 企画連携課倉庫 企画連携課国際交流・地域連携担当廃棄
企画連携課 地域連携関係 免許状更新講習 平成２６年度教員免許状更新講習解答･成績報告書必修２ 企画連携課 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 企画連携課倉庫 企画連携課国際交流・地域連携担当廃棄
企画連携課 地域連携関係 免許状更新講習 平成２６年度教員免許状更新講習解答･成績報告書必修３ 企画連携課 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 企画連携課倉庫 企画連携課国際交流・地域連携担当廃棄
企画連携課 地域連携関係 免許状更新講習 平成２６年度教員免許状更新講習解答･成績報告書必修４ 企画連携課 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 企画連携課倉庫 企画連携課国際交流・地域連携担当廃棄
企画連携課 地域連携関係 免許状更新講習 平成２６年度教員免許状更新講習解答･成績報告書必修５ 企画連携課 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 企画連携課倉庫 企画連携課国際交流・地域連携担当廃棄
企画連携課 地域連携関係 免許状更新講習 平成２６年度教員免許状更新講習解答･成績報告書必修６ 企画連携課 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 企画連携課倉庫 企画連携課国際交流・地域連携担当廃棄
企画連携課 地域連携関係 免許状更新講習 平成２６年度教員免許状更新講習解答･成績報告書必修７ 企画連携課 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 企画連携課倉庫 企画連携課国際交流・地域連携担当廃棄
企画連携課 地域連携関係 免許状更新講習 平成２６年度教員免許状更新講習解答･成績報告書必修８ 企画連携課 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 企画連携課倉庫 企画連携課国際交流・地域連携担当廃棄
企画連携課 地域連携関係 免許状更新講習 平成２６年度教員免許状更新講習概要･資料･採点基準１ 企画連携課 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 企画連携課倉庫 企画連携課国際交流・地域連携担当廃棄
企画連携課 地域連携関係 免許状更新講習 平成２６年度教員免許状更新講習概要･資料･採点基準２ 企画連携課 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 企画連携課倉庫 企画連携課国際交流・地域連携担当廃棄
企画連携課 地域連携関係 免許状更新講習 平成２６年度教員免許状更新講習受講申込書選択１ 企画連携課 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 企画連携課倉庫 企画連携課国際交流・地域連携担当廃棄
企画連携課 地域連携関係 免許状更新講習 平成２６年度教員免許状更新講習受講申込書選択２ 企画連携課 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 企画連携課倉庫 企画連携課国際交流・地域連携担当廃棄
企画連携課 地域連携関係 免許状更新講習 平成２６年度教員免許状更新講習受講申込書選択３ 企画連携課 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 企画連携課倉庫 企画連携課国際交流・地域連携担当廃棄
企画連携課 地域連携関係 免許状更新講習 平成２６年度教員免許状更新講習受講申込書選択４ 企画連携課 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 企画連携課倉庫 企画連携課国際交流・地域連携担当廃棄
企画連携課 地域連携関係 免許状更新講習 平成２６年度教員免許状更新講習受講申込書選択５ 企画連携課 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 企画連携課倉庫 企画連携課国際交流・地域連携担当廃棄
企画連携課 地域連携関係 免許状更新講習 平成２６年度教員免許状更新講習受講申込書選択６ 企画連携課 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 企画連携課倉庫 企画連携課国際交流・地域連携担当廃棄
企画連携課 地域連携関係 免許状更新講習 平成２６年度教員免許状更新講習受講申込書必修１００１ 企画連携課 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 企画連携課倉庫 企画連携課国際交流・地域連携担当廃棄
企画連携課 地域連携関係 免許状更新講習 平成２６年度教員免許状更新講習受講申込書必修１００２ 企画連携課 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 企画連携課倉庫 企画連携課国際交流・地域連携担当廃棄
企画連携課 地域連携関係 免許状更新講習 教員免許状更新講習履修証明書２（平成２７年～平成３０年） 企画連携課 2015年4月1日 常用（無期限） 紙 企画連携課事務室 企画連携課地域連携担当 廃棄
企画連携課 地域連携関係 教育職員免許法認定講習 教育職員免許法認定講習（特別支援教育・小学校英語）単位習得証明書 企画連携課 2015年4月1日 常用（無期限） 紙 企画連携課事務室 企画連携課地域連携担当
企画連携課 会議等 委員会等 平成２７年度地域連携室 企画連携課 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課国際交流・地域連携担当廃棄
企画連携課 地域連携関係 教育職員免許法認定講習 平成２７年度教育職員免許法認定講習関係 企画連携課 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課国際交流・地域連携担当廃棄
企画連携課 地域連携関係 司書教諭講習 平成２７年度学校図書館司書教諭講習関係 企画連携課 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課国際交流・地域連携担当廃棄
企画連携課 地域連携関係 免許状更新講習 教員免許状更新講習関係９（平成２６年度～平成２７年度） 企画連携課 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課国際交流・地域連携担当廃棄
企画連携課 地域連携関係 免許状更新講習 教員免許状更新講習関係９（平成２６年度～平成２７年度） 企画連携課 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課国際交流・地域連携担当廃棄
企画連携課 地域連携関係 免許状更新講習 平成２７年度教員免許状更新講習解答･成績報告書選択１ 企画連携課 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 企画連携課倉庫 企画連携課国際交流・地域連携担当廃棄
企画連携課 地域連携関係 免許状更新講習 平成２７年度教員免許状更新講習解答･成績報告書選択２ 企画連携課 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 企画連携課倉庫 企画連携課国際交流・地域連携担当廃棄
企画連携課 地域連携関係 免許状更新講習 平成２７年度教員免許状更新講習解答･成績報告書選択３ 企画連携課 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 企画連携課倉庫 企画連携課国際交流・地域連携担当廃棄
企画連携課 地域連携関係 免許状更新講習 平成２７年度教員免許状更新講習解答･成績報告書選択４ 企画連携課 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 企画連携課倉庫 企画連携課国際交流・地域連携担当廃棄
企画連携課 地域連携関係 免許状更新講習 平成２７年度教員免許状更新講習解答･成績報告書選択５ 企画連携課 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 企画連携課倉庫 企画連携課国際交流・地域連携担当廃棄
企画連携課 地域連携関係 免許状更新講習 平成２７年度教員免許状更新講習解答･成績報告書必修１ 企画連携課 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 企画連携課倉庫 企画連携課国際交流・地域連携担当廃棄
企画連携課 地域連携関係 免許状更新講習 平成２７年度教員免許状更新講習解答･成績報告書必修２ 企画連携課 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 企画連携課倉庫 企画連携課国際交流・地域連携担当廃棄
企画連携課 地域連携関係 免許状更新講習 平成２７年度教員免許状更新講習解答･成績報告書必修３ 企画連携課 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 企画連携課倉庫 企画連携課国際交流・地域連携担当廃棄
企画連携課 地域連携関係 免許状更新講習 平成２７年度教員免許状更新講習解答･成績報告書必修４ 企画連携課 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 企画連携課倉庫 企画連携課国際交流・地域連携担当廃棄
企画連携課 地域連携関係 免許状更新講習 平成２７年度教員免許状更新講習解答･成績報告書必修５ 企画連携課 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 企画連携課倉庫 企画連携課国際交流・地域連携担当廃棄
企画連携課 地域連携関係 免許状更新講習 平成２７年度教員免許状更新講習解答･成績報告書必修６ 企画連携課 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 企画連携課倉庫 企画連携課国際交流・地域連携担当廃棄
企画連携課 地域連携関係 免許状更新講習 平成２７年度教員免許状更新講習解答･成績報告書必修７ 企画連携課 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 企画連携課倉庫 企画連携課国際交流・地域連携担当廃棄
企画連携課 地域連携関係 免許状更新講習 平成２７年度教員免許状更新講習解答･成績報告書必修８ 企画連携課 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 企画連携課倉庫 企画連携課国際交流・地域連携担当廃棄
企画連携課 地域連携関係 免許状更新講習 平成２７年度教員免許状更新講習解答･成績報告書必修９ 企画連携課 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 企画連携課倉庫 企画連携課国際交流・地域連携担当廃棄
企画連携課 地域連携関係 免許状更新講習 平成２７年度教員免許状更新講習解答･成績報告書必修１０ 企画連携課 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 企画連携課倉庫 企画連携課国際交流・地域連携担当廃棄
企画連携課 地域連携関係 免許状更新講習 平成２７年度教員免許状更新講習解答･成績報告書必修１１ 企画連携課 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 企画連携課倉庫 企画連携課国際交流・地域連携担当廃棄
企画連携課 地域連携関係 免許状更新講習 平成２７年度教員免許状更新講習概要･資料･採点基準１ 企画連携課 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 企画連携課倉庫 企画連携課国際交流・地域連携担当廃棄
企画連携課 地域連携関係 免許状更新講習 平成２７年度教員免許状更新講習概要･資料･採点基準２ 企画連携課 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 企画連携課倉庫 企画連携課国際交流・地域連携担当廃棄
企画連携課 地域連携関係 免許状更新講習 平成２７年度教員免許状更新講習概要･資料･採点基準３ 企画連携課 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 企画連携課倉庫 企画連携課国際交流・地域連携担当廃棄
企画連携課 地域連携関係 免許状更新講習 平成２７年度教員免許状更新講習受講申込書選択１ 企画連携課 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 企画連携課倉庫 企画連携課国際交流・地域連携担当廃棄
企画連携課 地域連携関係 免許状更新講習 平成２７年度教員免許状更新講習受講申込書選択２ 企画連携課 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 企画連携課倉庫 企画連携課国際交流・地域連携担当廃棄
企画連携課 地域連携関係 免許状更新講習 平成２７年度教員免許状更新講習受講申込書選択３ 企画連携課 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 企画連携課倉庫 企画連携課国際交流・地域連携担当廃棄
企画連携課 地域連携関係 免許状更新講習 平成２７年度教員免許状更新講習受講申込書選択４ 企画連携課 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 企画連携課倉庫 企画連携課国際交流・地域連携担当廃棄
企画連携課 地域連携関係 免許状更新講習 平成２７年度教員免許状更新講習受講申込書選択５ 企画連携課 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 企画連携課倉庫 企画連携課国際交流・地域連携担当廃棄
企画連携課 地域連携関係 免許状更新講習 平成２７年度教員免許状更新講習受講申込書選択６ 企画連携課 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 企画連携課倉庫 企画連携課国際交流・地域連携担当廃棄
企画連携課 地域連携関係 免許状更新講習 平成２７年度教員免許状更新講習受講申込書選択７ 企画連携課 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 企画連携課倉庫 企画連携課国際交流・地域連携担当廃棄
企画連携課 地域連携関係 免許状更新講習 平成２７年度教員免許状更新講習受講申込書必修１００１－１ 企画連携課 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 企画連携課倉庫 企画連携課国際交流・地域連携担当廃棄
企画連携課 地域連携関係 免許状更新講習 平成２７年度教員免許状更新講習受講申込書必修１００１－２ 企画連携課 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 企画連携課倉庫 企画連携課国際交流・地域連携担当廃棄
企画連携課 地域連携関係 免許状更新講習 平成２７年度教員免許状更新講習受講申込書必修１００２ 企画連携課 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 企画連携課倉庫 企画連携課国際交流・地域連携担当廃棄
企画連携課 会議等 委員会等 平成２８年度地域連携室 企画連携課 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課国際交流・地域連携担当廃棄
企画連携課 地域連携関係 教育職員免許法認定講習 平成２８年度教育職員免許法認定講習関係（特別支援） 企画連携課 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課国際交流・地域連携担当廃棄
企画連携課 地域連携関係 教育職員免許法認定講習 平成２８年度教育職員免許法認定講習関係（小学校英語） 企画連携課 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課国際交流・地域連携担当廃棄
企画連携課 地域連携関係 公開講座 平成２８年度公開講座綴 企画連携課 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課国際交流・地域連携担当廃棄
企画連携課 地域連携関係 司書教諭講習 平成２８年度学校図書館司書教諭講習関係 企画連携課 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課国際交流・地域連携担当廃棄
企画連携課 地域連携関係 免許状更新講習 教員免許状更新講習関係１０（平成２７年度～平成２８年度） 企画連携課 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課国際交流・地域連携担当廃棄
企画連携課 地域連携関係 免許状更新講習 平成２８年度教員免許状更新講習受講申込書１ 企画連携課 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 企画連携課倉庫 企画連携課国際交流・地域連携担当廃棄
企画連携課 地域連携関係 免許状更新講習 平成２８年度教員免許状更新講習受講申込書２ 企画連携課 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 企画連携課倉庫 企画連携課国際交流・地域連携担当廃棄
企画連携課 地域連携関係 免許状更新講習 平成２８年度教員免許状更新講習受講申込書３ 企画連携課 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 企画連携課倉庫 企画連携課国際交流・地域連携担当廃棄
企画連携課 地域連携関係 免許状更新講習 平成２８年度教員免許状更新講習受講申込書４ 企画連携課 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 企画連携課倉庫 企画連携課国際交流・地域連携担当廃棄
企画連携課 地域連携関係 免許状更新講習 平成２８年度教員免許状更新講習受講申込書５ 企画連携課 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 企画連携課倉庫 企画連携課国際交流・地域連携担当廃棄
企画連携課 地域連携関係 免許状更新講習 平成２８年度教員免許状更新講習受講申込書６ 企画連携課 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 企画連携課倉庫 企画連携課国際交流・地域連携担当廃棄
企画連携課 地域連携関係 免許状更新講習 平成２８年度教員免許状更新講習受講申込書７ 企画連携課 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 企画連携課倉庫 企画連携課国際交流・地域連携担当廃棄
企画連携課 地域連携関係 免許状更新講習 平成２８年度教員免許状更新講習受講申込書８ 企画連携課 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 企画連携課倉庫 企画連携課国際交流・地域連携担当廃棄
企画連携課 地域連携関係 免許状更新講習 平成２８年度教員免許状更新講習受講申込書９ 企画連携課 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 企画連携課倉庫 企画連携課国際交流・地域連携担当廃棄
企画連携課 地域連携関係 免許状更新講習 平成２８年度教員免許状更新講習受講申込書１０ 企画連携課 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 企画連携課倉庫 企画連携課国際交流・地域連携担当廃棄
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結果
企画連携課 地域連携関係 免許状更新講習 平成２８年度教員免許状更新講習概要･資料･採点基準１ 企画連携課 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 企画連携課倉庫 企画連携課国際交流・地域連携担当廃棄
企画連携課 地域連携関係 免許状更新講習 平成２８年度教員免許状更新講習概要･資料･採点基準２ 企画連携課 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 企画連携課倉庫 企画連携課国際交流・地域連携担当廃棄
企画連携課 地域連携関係 免許状更新講習 平成２８年度教員免許状更新講習概要･資料･採点基準３ 企画連携課 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 企画連携課倉庫 企画連携課国際交流・地域連携担当廃棄
企画連携課 地域連携関係 免許状更新講習 平成２８年度教員免許状更新講習解答･成績報告書１ 企画連携課 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 企画連携課倉庫 企画連携課国際交流・地域連携担当廃棄
企画連携課 地域連携関係 免許状更新講習 平成２８年度教員免許状更新講習解答･成績報告書２ 企画連携課 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 企画連携課倉庫 企画連携課国際交流・地域連携担当廃棄
企画連携課 地域連携関係 免許状更新講習 平成２８年度教員免許状更新講習解答･成績報告書３ 企画連携課 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 企画連携課倉庫 企画連携課国際交流・地域連携担当廃棄
企画連携課 地域連携関係 免許状更新講習 平成２８年度教員免許状更新講習解答･成績報告書４ 企画連携課 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 企画連携課倉庫 企画連携課国際交流・地域連携担当廃棄
企画連携課 地域連携関係 免許状更新講習 平成２８年度教員免許状更新講習解答･成績報告書５ 企画連携課 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 企画連携課倉庫 企画連携課国際交流・地域連携担当廃棄
企画連携課 地域連携関係 免許状更新講習 平成２８年度教員免許状更新講習解答･成績報告書６ 企画連携課 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 企画連携課倉庫 企画連携課国際交流・地域連携担当廃棄
企画連携課 地域連携関係 免許状更新講習 平成２８年度教員免許状更新講習解答･成績報告書７ 企画連携課 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 企画連携課倉庫 企画連携課国際交流・地域連携担当廃棄
企画連携課 地域連携関係 免許状更新講習 平成２８年度教員免許状更新講習解答･成績報告書８ 企画連携課 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 企画連携課倉庫 企画連携課国際交流・地域連携担当廃棄
企画連携課 地域連携関係 免許状更新講習 平成２８年度教員免許状更新講習解答･成績報告書９ 企画連携課 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 企画連携課倉庫 企画連携課国際交流・地域連携担当廃棄
企画連携課 地域連携関係 免許状更新講習 平成２８年度教員免許状更新講習解答･成績報告書１０ 企画連携課 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 企画連携課倉庫 企画連携課国際交流・地域連携担当廃棄
企画連携課 地域連携関係 免許状更新講習 平成２８年度教員免許状更新講習解答･成績報告書１１ 企画連携課 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 企画連携課倉庫 企画連携課国際交流・地域連携担当廃棄
企画連携課 地域連携関係 免許状更新講習 平成２８年度教員免許状更新講習事前・事後アンケート 企画連携課 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 電子媒体 企画連携課倉庫 企画連携課国際交流・地域連携担当廃棄
企画連携課 地域連携関係 委員会等 平成２９年度地域・教育連携室 企画連携課 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課地域連携担当 廃棄
企画連携課 地域連携関係 教育職員免許法認定講習 平成２９年度教育職員免許法認定講習（特別支援） 企画連携課 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課地域連携担当 廃棄
企画連携課 地域連携関係 教育職員免許法認定講習 平成２９年度教育職員免許法認定講習（小学校英語） 企画連携課 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課地域連携担当 廃棄
企画連携課 地域連携関係 公開講座 平成２９年度公開講座綴 企画連携課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課地域連携担当 廃棄
企画連携課 地域連携関係 司書教諭講習 平成２９年度学校図書館司書教諭講習関係 企画連携課 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課地域連携担当 廃棄
企画連携課 地域連携関係 免許状更新講習 教員免許状更新講習関係１１（平成２９年度～） 企画連携課 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課地域連携担当 廃棄
企画連携課 地域連携関係 免許状更新講習 平成２９年度教員免許状更新講習受講申込書１ 企画連携課 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 企画連携課倉庫 企画連携課地域連携担当 廃棄
企画連携課 地域連携関係 免許状更新講習 平成２９年度教員免許状更新講習受講申込書２ 企画連携課 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 企画連携課倉庫 企画連携課地域連携担当 廃棄
企画連携課 地域連携関係 免許状更新講習 平成２９年度教員免許状更新講習受講申込書３ 企画連携課 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 企画連携課倉庫 企画連携課地域連携担当 廃棄
企画連携課 地域連携関係 免許状更新講習 平成２９年度教員免許状更新講習受講申込書４ 企画連携課 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 企画連携課倉庫 企画連携課地域連携担当 廃棄
企画連携課 地域連携関係 免許状更新講習 平成２９年度教員免許状更新講習受講申込書５ 企画連携課 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 企画連携課倉庫 企画連携課地域連携担当 廃棄
企画連携課 地域連携関係 免許状更新講習 平成２９年度教員免許状更新講習受講申込書６ 企画連携課 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 企画連携課倉庫 企画連携課地域連携担当 廃棄
企画連携課 地域連携関係 免許状更新講習 平成２９年度教員免許状更新講習受講申込書７ 企画連携課 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 企画連携課倉庫 企画連携課地域連携担当 廃棄
企画連携課 地域連携関係 免許状更新講習 平成２９年度教員免許状更新講習受講申込書８ 企画連携課 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 企画連携課倉庫 企画連携課地域連携担当 廃棄
企画連携課 地域連携関係 免許状更新講習 平成２９年度教員免許状更新講習受講申込書９ 企画連携課 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 企画連携課倉庫 企画連携課地域連携担当 廃棄
企画連携課 地域連携関係 免許状更新講習 平成２９年度教員免許状更新講習受講申込書１０ 企画連携課 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 企画連携課倉庫 企画連携課地域連携担当 廃棄
企画連携課 地域連携関係 免許状更新講習 平成２９年度教員免許状更新講習受講申込書１１ 企画連携課 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 企画連携課倉庫 企画連携課地域連携担当 廃棄
企画連携課 地域連携関係 免許状更新講習 平成２９年度教員免許状更新講習受講申込書１２ 企画連携課 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 企画連携課倉庫 企画連携課地域連携担当 廃棄
企画連携課 地域連携関係 免許状更新講習 平成２９年度教員免許状更新講習概要･資料･採点基準１ 企画連携課 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 企画連携課倉庫 企画連携課地域連携担当 廃棄
企画連携課 地域連携関係 免許状更新講習 平成２９年度教員免許状更新講習概要･資料･採点基準２ 企画連携課 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 企画連携課倉庫 企画連携課地域連携担当 廃棄
企画連携課 地域連携関係 免許状更新講習 平成２９年度教員免許状更新講習概要･資料･採点基準３ 企画連携課 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 企画連携課倉庫 企画連携課地域連携担当 廃棄
企画連携課 地域連携関係 免許状更新講習 平成２９年度教員免許状更新講習解答･成績報告書１ 企画連携課 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 企画連携課倉庫 企画連携課地域連携担当 廃棄
企画連携課 地域連携関係 免許状更新講習 平成２９年度教員免許状更新講習解答･成績報告書２ 企画連携課 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 企画連携課倉庫 企画連携課地域連携担当 廃棄
企画連携課 地域連携関係 免許状更新講習 平成２９年度教員免許状更新講習解答･成績報告書３ 企画連携課 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 企画連携課倉庫 企画連携課地域連携担当 廃棄
企画連携課 地域連携関係 免許状更新講習 平成２９年度教員免許状更新講習解答･成績報告書４ 企画連携課 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 企画連携課倉庫 企画連携課地域連携担当 廃棄
企画連携課 地域連携関係 免許状更新講習 平成２９年度教員免許状更新講習解答･成績報告書５ 企画連携課 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 企画連携課倉庫 企画連携課地域連携担当 廃棄
企画連携課 地域連携関係 免許状更新講習 平成２９年度教員免許状更新講習解答･成績報告書６ 企画連携課 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 企画連携課倉庫 企画連携課地域連携担当 廃棄
企画連携課 地域連携関係 免許状更新講習 平成２９年度教員免許状更新講習解答･成績報告書７ 企画連携課 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 企画連携課倉庫 企画連携課地域連携担当 廃棄
企画連携課 地域連携関係 免許状更新講習 平成２９年度教員免許状更新講習解答･成績報告書８ 企画連携課 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 企画連携課倉庫 企画連携課地域連携担当 廃棄
企画連携課 地域連携関係 免許状更新講習 平成２９年度教員免許状更新講習解答･成績報告書９ 企画連携課 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 企画連携課倉庫 企画連携課地域連携担当 廃棄
企画連携課 地域連携関係 免許状更新講習 平成２９年度教員免許状更新講習解答･成績報告書１０ 企画連携課 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 企画連携課倉庫 企画連携課地域連携担当 廃棄
企画連携課 地域連携関係 免許状更新講習 平成２９年度教員免許状更新講習事前・事後アンケート 企画連携課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子媒体 企画連携課事務室 企画連携課地域連携担当 廃棄
企画連携課 地域連携関係 委員会等 平成３０年度地域・教育連携室 企画連携課 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課地域連携担当 廃棄
企画連携課 地域連携関係 教育職員免許法認定講習 平成３０年度教育職員免許法認定講習（特別支援） 企画連携課 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課地域連携担当 廃棄
企画連携課 地域連携関係 教育職員免許法認定講習 平成３０年度教育職員免許法認定講習（小学校英語） 企画連携課 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課地域連携担当 廃棄
企画連携課 地域連携関係 公開講座 平成３０年度公開講座綴 企画連携課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課地域連携担当 廃棄
企画連携課 地域連携関係 司書教諭講習 平成３０年度学校図書館司書教諭講習関係 企画連携課 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課地域連携担当 廃棄
企画連携課 地域連携関係 司書教諭講習 平成３０年度学校図書館司書教諭講習申込書 企画連携課 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課地域連携担当 廃棄
企画連携課 地域連携関係 免許状更新講習 平成３０年度教員免許状更新講習 企画連携課 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課地域連携担当 廃棄
企画連携課 地域連携関係 免許状更新講習 平成３０年度教員免許状更新講習委員会関係 企画連携課 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課地域連携担当 廃棄
企画連携課 地域連携関係 免許状更新講習 平成３０年度教員免許状更新講習受講申込書１ 企画連携課 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課地域連携担当 廃棄
企画連携課 地域連携関係 免許状更新講習 平成３０年度教員免許状更新講習受講申込書２ 企画連携課 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課地域連携担当 廃棄
企画連携課 地域連携関係 免許状更新講習 平成３０年度教員免許状更新講習受講申込書３ 企画連携課 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課地域連携担当 廃棄
企画連携課 地域連携関係 免許状更新講習 平成３０年度教員免許状更新講習受講申込書４ 企画連携課 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課地域連携担当 廃棄
企画連携課 地域連携関係 免許状更新講習 平成３０年度教員免許状更新講習受講申込書５ 企画連携課 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課地域連携担当 廃棄
企画連携課 地域連携関係 免許状更新講習 平成３０年度教員免許状更新講習受講申込書６ 企画連携課 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課地域連携担当 廃棄
企画連携課 地域連携関係 免許状更新講習 平成３０年度教員免許状更新講習受講申込書７ 企画連携課 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課地域連携担当 廃棄
企画連携課 地域連携関係 免許状更新講習 平成３０年度教員免許状更新講習受講申込書８ 企画連携課 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課地域連携担当 廃棄
企画連携課 地域連携関係 免許状更新講習 平成３０年度教員免許状更新講習受講申込書９ 企画連携課 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課地域連携担当 廃棄
企画連携課 地域連携関係 免許状更新講習 平成３０年度教員免許状更新講習受講申込書１０ 企画連携課 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課地域連携担当 廃棄
企画連携課 地域連携関係 免許状更新講習 平成３０年度教員免許状更新講習受講申込書１１ 企画連携課 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課地域連携担当 廃棄
企画連携課 地域連携関係 免許状更新講習 平成３０年度教員免許状更新講習受講申込書１２ 企画連携課 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課地域連携担当 廃棄
企画連携課 地域連携関係 免許状更新講習 平成３０年度教員免許状更新講習概要･資料･採点基準１ 企画連携課 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課地域連携担当 廃棄
企画連携課 地域連携関係 免許状更新講習 平成３０年度教員免許状更新講習概要･資料･採点基準２ 企画連携課 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課地域連携担当 廃棄
企画連携課 地域連携関係 免許状更新講習 平成３０年度教員免許状更新講習概要･資料･採点基準３ 企画連携課 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課地域連携担当 廃棄
企画連携課 地域連携関係 免許状更新講習 平成３０年度教員免許状更新講習解答･成績報告書１ 企画連携課 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課地域連携担当 廃棄
企画連携課 地域連携関係 免許状更新講習 平成３０年度教員免許状更新講習解答･成績報告書２ 企画連携課 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課地域連携担当 廃棄
企画連携課 地域連携関係 免許状更新講習 平成３０年度教員免許状更新講習解答･成績報告書３ 企画連携課 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課地域連携担当 廃棄
企画連携課 地域連携関係 免許状更新講習 平成３０年度教員免許状更新講習解答･成績報告書４ 企画連携課 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課地域連携担当 廃棄
企画連携課 地域連携関係 免許状更新講習 平成３０年度教員免許状更新講習解答･成績報告書５ 企画連携課 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課地域連携担当 廃棄
企画連携課 地域連携関係 免許状更新講習 平成３０年度教員免許状更新講習解答･成績報告書６ 企画連携課 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課地域連携担当 廃棄
企画連携課 地域連携関係 免許状更新講習 平成３０年度教員免許状更新講習解答･成績報告書７ 企画連携課 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課地域連携担当 廃棄
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結果
企画連携課 地域連携関係 免許状更新講習 平成３０年度教員免許状更新講習解答･成績報告書８ 企画連携課 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課地域連携担当 廃棄
企画連携課 地域連携関係 免許状更新講習 平成３０年度教員免許状更新講習解答･成績報告書９ 企画連携課 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課地域連携担当 廃棄
企画連携課 地域連携関係 免許状更新講習 平成３０年度教員免許状更新講習解答･成績報告書１０ 企画連携課 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課地域連携担当 廃棄
企画連携課 地域連携関係 免許状更新講習 平成３０年度教員免許状更新講習解答･成績報告書１１ 企画連携課 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課地域連携担当 廃棄
企画連携課 地域連携関係 免許状更新講習 平成３０年度教員免許状更新講習解答･成績報告書１２ 企画連携課 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課地域連携担当 廃棄
企画連携課 地域連携関係 免許状更新講習 平成３０年度教員免許状更新講習解答･成績報告書１３ 企画連携課 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課地域連携担当 廃棄
企画連携課 地域連携関係 免許状更新講習 平成３０年度教員免許状更新講習解答･成績報告書１４ 企画連携課 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課地域連携担当 廃棄
企画連携課 地域連携関係 免許状更新講習 平成３０年度教員免許状更新講習解答･成績報告書１５ 企画連携課 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課地域連携担当 廃棄
企画連携課 地域連携関係 免許状更新講習 平成３０年度教員免許状更新講習解答･成績報告書１６ 企画連携課 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課地域連携担当 廃棄
企画連携課 地域連携関係 免許状更新講習 平成３０年度教員免許状更新講習事前・事後アンケート 企画連携課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子媒体 企画連携課事務室 企画連携課地域連携担当 廃棄
企画連携課 地域連携関係 免許状更新講習 教員免許状更新講習履修証明書３（平成３１年～） 企画連携課 2019年4月1日 常用（無期限） 紙 企画連携課事務室 企画連携課地域連携担当
企画連携課 地域連携関係 公開講座 令和元年度公開講座綴 企画連携課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課地域連携担当 廃棄
企画連携課 地域連携関係 免許状更新講習 平成３１年度教員免許状更新講習事前・事後アンケート 企画連携課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子媒体 企画連携課事務室 企画連携課地域連携担当 廃棄
企画連携課 地域連携関係 委員会等 令和元年度地域・教育連携室 企画連携課 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課地域連携担当 廃棄
企画連携課 地域連携関係 教育職員免許法認定講習 令和元年度教育職員免許法認定講習（特別支援） 企画連携課 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課地域連携担当 廃棄
企画連携課 地域連携関係 司書教諭講習 平成３１年度学校図書館司書教諭講習関係 企画連携課 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課地域連携担当 廃棄
企画連携課 地域連携関係 司書教諭講習 平成３１年度学校図書館司書教諭講習申込書 企画連携課 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課地域連携担当 廃棄
企画連携課 地域連携関係 免許状更新講習 平成３１年度教員免許状更新講習関係① 企画連携課 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課地域連携担当 廃棄
企画連携課 地域連携関係 免許状更新講習 平成３１年度教員免許状更新講習関係② 企画連携課 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課地域連携担当 廃棄
企画連携課 地域連携関係 免許状更新講習 平成３１年度教員免許状更新講習委員会関係 企画連携課 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課地域連携担当 廃棄
企画連携課 地域連携関係 免許状更新講習 平成３１年度教員免許状更新講習受講申込書１ 企画連携課 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課地域連携担当 廃棄
企画連携課 地域連携関係 免許状更新講習 平成３１年度教員免許状更新講習受講申込書２ 企画連携課 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課地域連携担当 廃棄
企画連携課 地域連携関係 免許状更新講習 平成３１年度教員免許状更新講習受講申込書３ 企画連携課 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課地域連携担当 廃棄
企画連携課 地域連携関係 免許状更新講習 平成３１年度教員免許状更新講習受講申込書４ 企画連携課 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課地域連携担当 廃棄
企画連携課 地域連携関係 免許状更新講習 平成３１年度教員免許状更新講習受講申込書５ 企画連携課 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課地域連携担当 廃棄
企画連携課 地域連携関係 免許状更新講習 平成３１年度教員免許状更新講習受講申込書６ 企画連携課 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課地域連携担当 廃棄
企画連携課 地域連携関係 免許状更新講習 平成３１年度教員免許状更新講習受講申込書７ 企画連携課 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課地域連携担当 廃棄
企画連携課 地域連携関係 免許状更新講習 平成３１年度教員免許状更新講習受講申込書８ 企画連携課 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課地域連携担当 廃棄
企画連携課 地域連携関係 免許状更新講習 平成３１年度教員免許状更新講習受講申込書９ 企画連携課 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課地域連携担当 廃棄
企画連携課 地域連携関係 免許状更新講習 平成３１年度教員免許状更新講習受講申込書１０ 企画連携課 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課地域連携担当 廃棄
企画連携課 地域連携関係 免許状更新講習 平成３１年度教員免許状更新講習受講申込書１１ 企画連携課 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課地域連携担当 廃棄
企画連携課 地域連携関係 免許状更新講習 平成３１年度教員免許状更新講習受講申込書１２ 企画連携課 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課地域連携担当 廃棄
企画連携課 地域連携関係 免許状更新講習 平成３１年度教員免許状更新講習概要･資料･採点基準１ 企画連携課 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課地域連携担当 廃棄
企画連携課 地域連携関係 免許状更新講習 平成３１年度教員免許状更新講習概要･資料･採点基準２ 企画連携課 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課地域連携担当 廃棄
企画連携課 地域連携関係 免許状更新講習 平成３１年度教員免許状更新講習概要･資料･採点基準３ 企画連携課 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課地域連携担当 廃棄
企画連携課 地域連携関係 免許状更新講習 平成３１年度教員免許状更新講習概要･資料･採点基準４ 企画連携課 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課地域連携担当 廃棄
企画連携課 地域連携関係 免許状更新講習 平成３１年度教員免許状更新講習解答･成績報告書１ 企画連携課 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課地域連携担当 廃棄
企画連携課 地域連携関係 免許状更新講習 平成３１年度教員免許状更新講習解答･成績報告書２ 企画連携課 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課地域連携担当 廃棄
企画連携課 地域連携関係 免許状更新講習 平成３１年度教員免許状更新講習解答･成績報告書３ 企画連携課 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課地域連携担当 廃棄
企画連携課 地域連携関係 免許状更新講習 平成３１年度教員免許状更新講習解答･成績報告書４ 企画連携課 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課地域連携担当 廃棄
企画連携課 地域連携関係 免許状更新講習 平成３１年度教員免許状更新講習解答･成績報告書５ 企画連携課 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課地域連携担当 廃棄
企画連携課 地域連携関係 免許状更新講習 平成３１年度教員免許状更新講習解答･成績報告書６ 企画連携課 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課地域連携担当 廃棄
企画連携課 地域連携関係 免許状更新講習 平成３１年度教員免許状更新講習解答･成績報告書７ 企画連携課 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課地域連携担当 廃棄
企画連携課 地域連携関係 免許状更新講習 平成３１年度教員免許状更新講習解答･成績報告書８ 企画連携課 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課地域連携担当 廃棄
企画連携課 地域連携関係 免許状更新講習 平成３１年度教員免許状更新講習解答･成績報告書９ 企画連携課 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課地域連携担当 廃棄
企画連携課 地域連携関係 免許状更新講習 平成３１年度教員免許状更新講習解答･成績報告書１０ 企画連携課 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課地域連携担当 廃棄
企画連携課 地域連携関係 免許状更新講習 平成３１年度教員免許状更新講習解答･成績報告書１１ 企画連携課 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課地域連携担当 廃棄
企画連携課 地域連携関係 免許状更新講習 平成３１年度教員免許状更新講習解答･成績報告書１２ 企画連携課 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課地域連携担当 廃棄
企画連携課 地域連携関係 免許状更新講習 平成３１年度教員免許状更新講習解答･成績報告書１３ 企画連携課 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課地域連携担当 廃棄
企画連携課 規程・例規 文部科学省等からの諸令達・通知・規程関係平成２年度通知・通達関係 庶務課 1991年4月1日 30年 2021年3月31日 紙 企画連携課倉庫 企画連携課企画・評価担当 廃棄
企画連携課 規程・例規 文部科学省等からの諸令達・通知・規程関係平成３年度通知・通達関係 庶務課 1992年4月1日 30年 2022年3月31日 紙 企画連携課倉庫 企画連携課企画・評価担当 廃棄
企画連携課 規程・例規 文部科学省等からの諸令達・通知・規程関係平成４年度通知・通達関係 庶務課 1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 企画連携課倉庫 企画連携課企画・評価担当 廃棄
企画連携課 規程・例規 文部科学省等からの諸令達・通知・規程関係平成５年度通知・通達関係 庶務課 1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 企画連携課倉庫 企画連携課企画・評価担当 廃棄
企画連携課 規程・例規 文部科学省等からの諸令達・通知・規程関係平成６年度通知・通達関係 庶務課 1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 企画連携課倉庫 企画連携課企画・評価担当 廃棄
企画連携課 規程・例規 文部科学省等からの諸令達・通知・規程関係平成７年度通知・通達関係 庶務課 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 企画連携課倉庫 企画連携課企画・評価担当 廃棄
企画連携課 規程・例規 文部科学省等からの諸令達・通知・規程関係平成８年度通知・通達関係 庶務課 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 企画連携課倉庫 企画連携課企画・評価担当 廃棄
企画連携課 規程・例規 文部科学省等からの諸令達・通知・規程関係平成９年度～平成１１年度通知・通達関係 庶務課 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課企画・評価担当 廃棄
企画連携課 規程・例規 文部科学省等からの諸令達・通知・規程関係平成１１年度～１２年度通知・通達綴 秘書・企画課 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課企画・評価担当 廃棄
企画連携課 規程・例規 文部科学省等からの諸令達・通知・規程関係平成１３年度通知・通達綴 秘書・企画課 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課企画・評価担当 廃棄
企画連携課 規程・例規 文部科学省等からの諸令達・通知・規程関係平成１４年度～１５年度通知・通達綴 秘書・企画課 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課企画・評価担当 廃棄
企画連携課 規程・例規 文部科学省等からの諸令達・通知・規程関係平成１６年度～１７年度通知・通達綴 秘書・企画課 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課企画・評価担当 廃棄
企画連携課 規程・例規 文部科学省等からの諸令達・通知・規程関係平成１８年度通知・通達綴 秘書・企画課 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課企画・評価担当 廃棄
企画連携課 規程・例規 文部科学省等からの諸令達・通知・規程関係平成１９年度通知・通達関係 秘書・企画課 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課企画・評価担当 廃棄
企画連携課 規程・例規 文部科学省等からの諸令達・通知・規程関係平成２０年度通知・通達関係 秘書・企画課 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課企画・評価担当 廃棄
企画連携課 規程・例規 文部科学省等からの諸令達・通知・規程関係平成２１年度～平成２２年度通知文書 秘書・企画課 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課企画・評価担当 廃棄
企画連携課 規程・例規 文部科学省等からの諸令達・通知・規程関係平成２４年度～平成２５年度通知文書 総務企画課 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課企画・評価担当 廃棄
企画連携課 規程・例規 文部科学省等からの諸令達・通知・規程関係平成２６年度通知文書 総務企画課 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課企画・評価担当 廃棄
企画連携課 規程・例規 文部科学省等からの諸令達・通知・規程関係平成２７年度通知文書 企画連携課 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課企画・評価担当 廃棄
企画連携課 規程・例規 文部科学省等からの諸令達・通知・規程関係平成２８年度通知文書（企画担当） 企画連携課 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課企画・評価担当 廃棄
企画連携課 規程・例規 文部科学省等からの諸令達・通知・規程関係平成２９年度通知文書（企画担当） 企画連携課 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課企画・評価担当 廃棄
企画連携課 規程・例規 文部科学省等からの諸令達・通知・規程関係平成３０年度通知文書（企画担当） 企画連携課 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課企画・評価担当 廃棄
企画連携課 規程・例規 文部科学省等からの諸令達・通知・規程関係平成３1年度通知文書（企画担当） 企画連携課 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課企画・評価担当 廃棄
企画連携課 規程・例規 制定・改廃 平成２年度諸規則改正に関する書類 庶務課 1991年4月1日 30年 2021年3月31日 紙 企画連携課倉庫 企画連携課企画・評価担当 廃棄
企画連携課 規程・例規 制定・改廃 平成３年度諸規則改正に関する書類 庶務課 1992年4月1日 30年 2022年3月31日 紙 企画連携課倉庫 企画連携課企画・評価担当 廃棄
企画連携課 規程・例規 制定・改廃 平成４年度諸規則改正に関する書類 庶務課 1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 企画連携課倉庫 企画連携課企画・評価担当 廃棄
企画連携課 規程・例規 制定・改廃 平成５年度諸規則改正に関する書類 庶務課 1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 企画連携課倉庫 企画連携課企画・評価担当 廃棄
企画連携課 規程・例規 制定・改廃 平成６年度諸規則改正に関する綴 庶務課 1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課企画・評価担当 廃棄
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結果
企画連携課 規程・例規 制定・改廃 平成７年度諸規則改正に関する綴 庶務課 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課企画・評価担当 廃棄
企画連携課 規程・例規 制定・改廃 平成８年度諸規則改正に関する綴 庶務課 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課企画・評価担当 廃棄
企画連携課 規程・例規 制定・改廃 平成９年度諸規則改正に関する綴 庶務課 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課企画・評価担当 廃棄
企画連携課 規程・例規 制定・改廃 平成１２年度諸規則改正に関する書類 庶務課 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課企画・評価担当 廃棄
企画連携課 規程・例規 制定・改廃 平成１０年度、１１年度、１３年度諸規則改正に関する綴 庶務課 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課企画・評価担当 廃棄
企画連携課 規程・例規 制定・改廃 平成１６年度諸規則改正に関する綴 企画広報室 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課企画・評価担当 廃棄
企画連携課 規程・例規 制定・改廃 平成１４年度～１６年度諸規則改正に関する綴 企画広報室 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課企画・評価担当 廃棄
企画連携課 規程・例規 制定・改廃 平成１７年諸規則制定・改正に関する規則等綴 秘書・企画課 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課企画・評価担当 廃棄
企画連携課 規程・例規 制定・改廃 平成１８年諸規則制定・改正に関する規則等綴 秘書・企画課 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課企画・評価担当 廃棄
企画連携課 規程・例規 制定・改廃 平成１９年諸規則制定・改正に関する規則等綴 秘書・企画課 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課企画・評価担当 廃棄
企画連携課 規程・例規 制定・改廃 平成２０年諸規則制定・改正に関する規則等集 秘書・企画課 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課企画・評価担当 廃棄
企画連携課 規程・例規 制定・改廃 平成２１年諸規則制定・改正に関する規則等集 秘書・企画課 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課企画・評価担当 廃棄
企画連携課 規程・例規 制定・改廃 平成２２年諸規則制定・改正に関する規則等集 秘書・企画課 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課企画・評価担当 廃棄
企画連携課 規程・例規 制定・改廃 平成２３年諸規則制定・改正に関する規則等集 秘書・企画課 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課企画・評価担当 廃棄
企画連携課 規程・例規 制定・改廃 平成２４年～平成２７年諸規則制定・改正に関する規則等集 秘書・企画課 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課企画・評価担当 廃棄
企画連携課 規程・例規 制定・改廃 平成２８年～平成３１年諸規則制定・改正に関する規則等集 秘書・企画課 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課企画・評価担当 廃棄
企画連携課 設立・改廃 設置審査 教職大学院設置計画関係綴（平成１８年度～２０年度） 秘書・企画課 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 企画連携課倉庫 企画連携課企画・評価担当 廃棄
企画連携課 設立・改廃 設置審査 教職大学院設置計画関係綴（平成２０年度～２１年度） 秘書・企画課 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 企画連携課倉庫 企画連携課企画・評価担当 廃棄
企画連携課 設立・改廃 設置審査 教職大学院設置計画関係綴（平成２２年度） 秘書・企画課 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 企画連携課倉庫 企画連携課企画・評価担当 廃棄
企画連携課 中期目標・中期計画 中期目標・中期計画 中期計画・中期目標関係（平成１８年度～１９年度） 秘書・企画課 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課企画・評価担当 廃棄
企画連携課 中期目標・中期計画 中期目標・中期計画 第２期中期目標・中期計画関係綴（平成２２年度～平成２７年度） 総務企画課 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課企画・評価担当 廃棄
企画連携課 中期目標・中期計画 中期目標・中期計画 第３期中期目標及び中期計画の素案作成WG（平成２５年度～平成２６年度） 総務企画課 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課企画・評価担当 廃棄
企画連携課 中期目標・中期計画 中期目標・中期計画 第３期中期目標・中期計画関係１ 企画連携課 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課企画・評価担当 廃棄
企画連携課 中期目標・中期計画 中期目標・中期計画 第３期中期目標・中期計画関係２ 企画連携課 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課企画・評価担当 廃棄
企画連携課 法人評価 中期目標期間評価 平成１９年度中期目標期間評価処理関係 秘書・企画課 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 企画連携課倉庫 企画連携課企画・評価担当 廃棄
企画連携課 法人評価 中期目標期間評価 平成２０年度中期目標期間評価処理関係 秘書・企画課 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課企画・評価担当 廃棄
企画連携課 法人評価 中期目標期間評価 平成２２年度中期目標期間評価関係 秘書・企画課 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課企画・評価担当 廃棄
企画連携課 法人評価 中期目標期間評価 平成２３事業年度に係る業務の実績に関する報告書関係綴 総務企画課 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課企画・評価担当 廃棄
企画連携課 法人評価 中期目標期間評価 平成２４事業年度に係る業務の実績に関する報告書関係綴 総務企画課 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課企画・評価担当 廃棄
企画連携課 法人評価 中期目標期間評価 平成２５事業年度に係る業務の実績に関する報告書関係綴 総務企画課 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課企画・評価担当 廃棄
企画連携課 法人評価 中期目標期間評価 平成２６事業年度に係る業務の実績に関する報告書関係綴 企画連携課 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課企画・評価担当 廃棄
企画連携課 法人評価 中期目標期間評価 平成２７事業年度及び第２期中期目標期間に係る業務の実績に関する報告書/第２期中期目標期間の教育研究評価に関する評価報告書企画連携課 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課企画・評価担当 廃棄
企画連携課 法人評価 中期目標期間評価 平成２８・２９事業年度に係る業務の実績に関する報告書関係綴 企画連携課 2018年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課企画・評価担当 廃棄
企画連携課 法人評価 中期目標期間評価 平成３０・３１事業年度に係る業務の実績に関する報告書関係綴 企画連携課 2020年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課企画・評価担当 廃棄
企画連携課 調査・統計 その他調査 平成２１・２２年度調査関係 秘書・企画課 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課企画・評価担当 廃棄
企画連携課 調査・統計 その他調査 平成２３年度調査関係 総務企画課 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課企画・評価担当 廃棄
企画連携課 調査・統計 その他調査 平成２４年度調査関係 総務企画課 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課企画・評価担当 廃棄
企画連携課 調査・統計 その他調査 平成２５年度調査関係 総務企画課 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課企画・評価担当 廃棄
企画連携課 調査・統計 その他調査 平成２６年度調査関係 総務企画課 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課企画・評価担当 廃棄
企画連携課 調査・統計 その他調査 平成２７年度調査関係 企画連携課 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課企画・評価担当 廃棄
企画連携課 調査・統計 その他調査 平成２８年度調査関係 企画連携課 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課企画・評価担当 廃棄
企画連携課 調査・統計 その他調査 平成２９年度調査関係 企画連携課 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課企画・評価担当 廃棄
企画連携課 調査・統計 その他調査 平成３０年度調査関係 企画連携課 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課企画・評価担当 廃棄
企画連携課 調査・統計 その他調査 平成３１年度調査関係 企画連携課 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課企画・評価担当 廃棄
企画連携課 調査・統計 文部科学省調査 平成２２年度学校基本調査 秘書・企画課 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課企画・評価担当 廃棄
企画連携課 調査・統計 文部科学省調査 平成２３年度学校基本調査 総務企画課 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 企画連携課倉庫 企画連携課企画・評価担当 廃棄
企画連携課 調査・統計 文部科学省調査 平成２４年度学校基本調査 総務企画課 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 企画連携課倉庫 企画連携課企画・評価担当 廃棄
企画連携課 調査・統計 文部科学省調査 平成２５年度学校基本調査 総務企画課 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 企画連携課倉庫 企画連携課企画・評価担当 廃棄
企画連携課 調査・統計 文部科学省調査 平成２６年度学校基本調査 総務企画課 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課企画・評価担当 廃棄
企画連携課 調査・統計 文部科学省調査 平成２７年度学校基本調査 企画連携課 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課企画・評価担当 廃棄
企画連携課 調査・統計 文部科学省調査 平成２８年度学校基本調査 企画連携課 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課企画・評価担当 廃棄
企画連携課 調査・統計 文部科学省調査 平成２９年度学校基本調査 企画連携課 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課企画・評価担当 廃棄
企画連携課 調査・統計 文部科学省調査 平成３０年度学校基本調査 企画連携課 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課企画・評価担当 廃棄
企画連携課 調査・統計 文部科学省調査 平成３１年度学校基本調査 企画連携課 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課企画・評価担当 廃棄
企画連携課 調査・統計 文部科学省調査 平成２２年度～平成２３年度教員養成学部及び附属学校等調査綴 総務企画課 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 企画連携課倉庫 企画連携課企画・評価担当 廃棄
企画連携課 調査・統計 文部科学省調査 平成２２年度学校教員統計調査 秘書・企画課 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課企画・評価担当 廃棄
企画連携課 調査・統計 文部科学省調査 平成２３年度学校教員統計調査 総務企画課 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 企画連携課倉庫 企画連携課企画・評価担当 廃棄
企画連携課 調査・統計 文部科学省調査 平成２５年度学校教員統計調査 総務企画課 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課企画・評価担当 廃棄
企画連携課 調査・統計 文部科学省調査 平成２８年度学校教員統計調査 企画連携課 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課企画・評価担当 廃棄
企画連携課 調査・統計 文部科学省調査 令和元年度学校教員統計調査 企画連携課 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課企画・評価担当 廃棄
企画連携課 調査・統計 文部科学省調査 平成１０年度～平成２４年度学校教員統計調査（就職） 秘書・企画課 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課企画・評価担当 廃棄
企画連携課 会議等 学長選考会議 学長選考会議平成１６年度 秘書・企画課 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課企画・評価担当 廃棄
企画連携課 会議等 学長選考会議 学長選考会議平成１８年度～平成２０年度 秘書・企画課 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課企画・評価担当 廃棄
企画連携課 会議等 学長選考会議 学長選考会議平成２１年度 秘書・企画課 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課企画・評価担当 廃棄
企画連携課 会議等 学長選考会議 学長選考会議平成２４年度～平成２５年度 総務企画課 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課企画・評価担当 廃棄
企画連携課 会議等 学長選考会議 学長選考会議平成２６年度 総務企画課 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課企画・評価担当 廃棄
企画連携課 会議等 学長選考会議 学長選考会議平成２７年度 企画連携課 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課企画・評価担当 廃棄
企画連携課 会議等 学長選考会議 学長選考会議平成２８年度 企画連携課 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課企画・評価担当 廃棄
企画連携課 会議等 学長選考会議 学長選考会議平成２９年度 企画連携課 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課企画・評価担当 廃棄
企画連携課 会議等 学長選考会議 学長選考会議平成３０年度 企画連携課 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課企画・評価担当 廃棄
企画連携課 会議等 学長選考会議 学長選考会議平成３１年度 企画連携課 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課企画・評価担当 廃棄
企画連携課 会議等 委員会等 平成７年度将来構想委員会 企画広報室 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 企画連携課倉庫 企画連携課企画・評価担当 廃棄
企画連携課 会議等 委員会等 平成８～９年度将来構想委員会 企画広報室 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 企画連携課倉庫 企画連携課企画・評価担当 廃棄
企画連携課 会議等 委員会等 平成１０年度将来構想委員会 企画広報室 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 企画連携課倉庫 企画連携課企画・評価担当 廃棄
企画連携課 会議等 委員会等 平成１１年度将来構想委員会 企画広報室 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 企画連携課倉庫 企画連携課企画・評価担当 廃棄
企画連携課 会議等 委員会等 平成１２年度将来構想委員会 企画広報室 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 企画連携課倉庫 企画連携課企画・評価担当 廃棄
企画連携課 会議等 委員会等 平成１３～１４年度将来構想委員会 企画広報室 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 企画連携課倉庫 企画連携課企画・評価担当 廃棄
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保存期間
満了時期

媒体の
種別
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保存期間満
了時の措置

結果
企画連携課 会議等 委員会等 平成１５年度将来構想委員会 企画広報室 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 企画連携課倉庫 企画連携課企画・評価担当 廃棄
企画連携課 会議等 委員会等 平成１６年度将来構想委員会 企画広報室 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 企画連携課倉庫 企画連携課企画・評価担当 廃棄
企画連携課 会議等 委員会等 平成１４年度法人化準備委員会 企画広報室 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 企画連携課倉庫 企画連携課企画・評価担当 廃棄
企画連携課 会議等 委員会等 平成１５年度法人化対策室 企画広報室 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 企画連携課倉庫 企画連携課企画・評価担当 廃棄
企画連携課 会議等 委員会等 平成３０年度学部改組委員会 企画連携課 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課大学改革担当 廃棄
企画連携課 会議等 委員会等 工学系共同教育課程設置の素案作成WG 企画連携課 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課大学改革担当 廃棄
企画連携課 会議等 委員会等 平成２８年度大学院改組準備委員会・平成２９～令和元年度大学院改組委員会 企画連携課 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課大学改革担当 廃棄
企画連携課 会議等 委員会等 平成１７年度点検評価委員会 秘書・企画課 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 企画連携課倉庫 企画連携課企画・評価担当 廃棄
企画連携課 会議等 委員会等 平成１８年度点検評価委員会 秘書・企画課 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 企画連携課倉庫 企画連携課企画・評価担当 廃棄
企画連携課 会議等 委員会等 平成１９年度点検評価委員会 秘書・企画課 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 企画連携課倉庫 企画連携課企画・評価担当 廃棄
企画連携課 会議等 委員会等 平成２０年度点検評価委員会 秘書・企画課 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 企画連携課倉庫 企画連携課企画・評価担当 廃棄
企画連携課 会議等 委員会等 平成２１年度点検評価委員会 秘書・企画課 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 企画連携課倉庫 企画連携課企画・評価担当 廃棄
企画連携課 会議等 委員会等 平成２２年度点検評価委員会 秘書・企画課 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 企画連携課倉庫 企画連携課企画・評価担当 廃棄
企画連携課 会議等 委員会等 平成２３年度点検評価委員会 総務企画課 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 企画連携課倉庫 企画連携課企画・評価担当 廃棄
企画連携課 会議等 委員会等 平成６年度自己評価委員会 企画広報室 1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 企画連携課倉庫 企画連携課企画・評価担当 廃棄
企画連携課 会議等 委員会等 平成７年度自己評価委員会 企画広報室 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 企画連携課倉庫 企画連携課企画・評価担当 廃棄
企画連携課 会議等 委員会等 平成８年度自己評価委員会 企画広報室 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 企画連携課倉庫 企画連携課企画・評価担当 廃棄
企画連携課 会議等 委員会等 平成９年度自己評価委員会 企画広報室 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 企画連携課倉庫 企画連携課企画・評価担当 廃棄
企画連携課 会議等 委員会等 平成１０年度～平成１１年度自己評価委員会 企画広報室 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 企画連携課倉庫 企画連携課企画・評価担当 廃棄
企画連携課 会議等 委員会等 平成１１年度自己評価委員会 企画広報室 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 企画連携課倉庫 企画連携課企画・評価担当 廃棄
企画連携課 会議等 委員会等 平成１２年度自己評価委員会 企画広報室 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 企画連携課倉庫 企画連携課企画・評価担当 廃棄
企画連携課 会議等 委員会等 平成１３年度自己評価委員会 企画広報室 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 企画連携課倉庫 企画連携課企画・評価担当 廃棄
企画連携課 会議等 委員会等 平成１４年度自己評価委員会 企画広報室 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 企画連携課倉庫 企画連携課企画・評価担当 廃棄
企画連携課 会議等 委員会等 平成１５年度自己評価委員会 企画広報室 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 企画連携課倉庫 企画連携課企画・評価担当 廃棄
企画連携課 会議等 委員会等 平成１６年度自己評価委員会 企画広報室 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 企画連携課倉庫 企画連携課企画・評価担当 廃棄
企画連携課 会議等 委員会等 平成２４年度自己評価委員会 総務企画課 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 企画連携課倉庫 企画連携課企画・評価担当 廃棄
企画連携課 会議等 委員会等 平成２５年度自己評価委員会 総務企画課 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課企画・評価担当 廃棄
企画連携課 会議等 委員会等 平成２６年度自己評価委員会 総務企画課 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課企画・評価担当 廃棄
企画連携課 会議等 委員会等 平成２７年度自己評価委員会 企画連携課 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課企画・評価担当 廃棄
企画連携課 会議等 委員会等 平成２８年度自己評価委員会 企画連携課 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課企画・評価担当 廃棄
企画連携課 会議等 委員会等 平成２９年度自己評価委員会 企画連携課 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課企画・評価担当 廃棄
企画連携課 会議等 委員会等 平成３０年度自己評価委員会 企画連携課 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課企画・評価担当 廃棄
企画連携課 会議等 委員会等 平成３１年度自己評価委員会 企画連携課 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課企画・評価担当 廃棄
企画連携課 会議等 委員会等 平成１７年度点検評価委員会専門部会関係 秘書・企画課 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 企画連携課倉庫 企画連携課企画・評価担当 廃棄
企画連携課 会議等 委員会等 平成１８年度点検評価委員会組織評価専門部会 秘書・企画課 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 企画連携課倉庫 企画連携課企画・評価担当 廃棄
企画連携課 会議等 委員会等 平成１９年度点検評価委員会組織評価専門部会 秘書・企画課 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 企画連携課倉庫 企画連携課企画・評価担当 廃棄
企画連携課 会議等 委員会等 平成２０年度点検評価委員会組織評価専門部会 秘書・企画課 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 企画連携課倉庫 企画連携課企画・評価担当 廃棄
企画連携課 会議等 委員会等 平成２１年度点検評価委員会組織評価専門部会 秘書・企画課 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 企画連携課倉庫 企画連携課企画・評価担当 廃棄
企画連携課 会議等 委員会等 平成２２年度点検評価委員会組織評価専門部会 秘書・企画課 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 企画連携課倉庫 企画連携課企画・評価担当 廃棄
企画連携課 会議等 委員会等 平成１８年度点検評価委員会個人評価専門部会 秘書・企画課 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 企画連携課倉庫 企画連携課企画・評価担当 廃棄
企画連携課 会議等 委員会等 平成１９年度点検評価委員会個人評価専門部会 秘書・企画課 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 企画連携課倉庫 企画連携課企画・評価担当 廃棄
企画連携課 会議等 委員会等 平成２０年度点検評価委員会個人評価専門部会 秘書・企画課 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 企画連携課倉庫 企画連携課企画・評価担当 廃棄
企画連携課 会議等 委員会等 平成２１年度点検評価委員会個人評価専門部会 秘書・企画課 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 企画連携課倉庫 企画連携課企画・評価担当 廃棄
企画連携課 会議等 委員会等 平成２２年度点検評価委員会個人評価専門部会 秘書・企画課 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 企画連携課倉庫 企画連携課企画・評価担当 廃棄
企画連携課 会議等 委員会等 平成１８年度点検評価委員会処理関係 秘書・企画課 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 企画連携課倉庫 企画連携課企画・評価担当 廃棄
企画連携課 会議等 委員会等 平成１９年度点検評価委員会処理関係 秘書・企画課 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 企画連携課倉庫 企画連携課企画・評価担当 廃棄
企画連携課 会議等 委員会等 平成２０年度点検評価委員会処理関係 秘書・企画課 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 企画連携課倉庫 企画連携課企画・評価担当 廃棄
企画連携課 会議等 委員会等 平成２１年度点検評価委員会処理関係 秘書・企画課 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 企画連携課倉庫 企画連携課企画・評価担当 廃棄
企画連携課 会議等 委員会等 平成２２年度点検評価委員会処理関係 秘書・企画課 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 企画連携課倉庫 企画連携課企画・評価担当 廃棄
企画連携課 会議等 委員会等 平成２３年度点検評価委員会処理関係 総務企画課 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 企画連携課倉庫 企画連携課企画・評価担当 廃棄
企画連携課 会議等 委員会等 平成２３年度自己評価委員会処理関係 総務企画課 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 企画連携課倉庫 企画連携課企画・評価担当 廃棄
企画連携課 会議等 委員会等 平成２４年度自己評価委員会処理関係 総務企画課 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 企画連携課倉庫 企画連携課企画・評価担当 廃棄
企画連携課 会議等 委員会等 平成２５年度～平成２７年度自己評価委員会処理関係 総務企画課 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課企画・評価担当 廃棄
企画連携課 会議等 委員会等 平成２８年度自己評価委員会処理関係 企画連携課 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課企画・評価担当 廃棄
企画連携課 会議等 委員会等 平成２９年度自己評価委員会処理関係 企画連携課 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課企画・評価担当 廃棄
企画連携課 会議等 委員会等 平成３０年度自己評価委員会処理関係 企画連携課 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課企画・評価担当 廃棄
企画連携課 会議等 委員会等 平成３１年度自己評価委員会処理関係 企画連携課 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課企画・評価担当 廃棄
企画連携課 会議等 委員会等 平成１８年度外部評価委員会 秘書・企画課 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 企画連携課倉庫 企画連携課企画・評価担当 廃棄
企画連携課 会議等 委員会等 平成３１年度実施外部評価関係 企画連携課 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課企画・評価担当 廃棄
企画連携課 会議等 委員会等 平成２０年度目標計画委員会 秘書・企画課 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 企画連携課倉庫 企画連携課企画・評価担当 廃棄
企画連携課 会議等 委員会等 平成２２～２４年度目標計画委員会 総務企画課 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 企画連携課倉庫 企画連携課企画・評価担当 廃棄
企画連携課 会議等 委員会等 平成２５年度～平成２７年度目標計画委員会 企画連携課 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課企画・評価担当 廃棄
企画連携課 会議等 委員会等 平成２０年度企画室会議 秘書・企画課 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 企画連携課倉庫 企画連携課企画・評価担当 廃棄
企画連携課 会議等 委員会等 平成２１年度企画室会議 秘書・企画課 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 企画連携課倉庫 企画連携課企画・評価担当 廃棄
企画連携課 会議等 委員会等 平成２２年度企画室会議 秘書・企画課 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 企画連携課倉庫 企画連携課企画・評価担当 廃棄
企画連携課 会議等 委員会等 平成２３年度企画室会議 秘書・企画課 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 企画連携課倉庫 企画連携課企画・評価担当 廃棄
企画連携課 会議等 委員会等 平成２４年度企画・評価室 総務企画課 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 企画連携課倉庫 企画連携課企画・評価担当 廃棄
企画連携課 会議等 委員会等 平成２５年度企画・評価室 総務企画課 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課企画・評価担当 廃棄
企画連携課 会議等 委員会等 平成２６年度企画・評価室 総務企画課 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課企画・評価担当 廃棄
企画連携課 会議等 委員会等 平成２７年度企画・評価室 企画連携課 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課企画・評価担当 廃棄
企画連携課 会議等 委員会等 平成２８年度企画・評価室 企画連携課 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課企画・評価担当 廃棄
企画連携課 会議等 委員会等 平成２９年度企画・評価室 企画連携課 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課企画・評価担当 廃棄
企画連携課 会議等 委員会等 平成３０年度企画・評価室 企画連携課 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課企画・評価担当 廃棄
企画連携課 会議等 委員会等 平成３１年度企画・評価室 企画連携課 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課企画・評価担当 廃棄
企画連携課 会議等 委員会等 平成２６年度情報公開・個人情報保護委員会 総務企画課 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課企画・評価担当 廃棄
企画連携課 会議等 委員会等 平成２７年度情報公開・個人情報保護委員会 企画連携課 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課企画・評価担当 廃棄
企画連携課 会議等 委員会等 平成２８年度情報公開・個人情報保護委員会 企画連携課 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課企画・評価担当 廃棄
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法人文書ファイル管理簿

文書分類
（大分類）

文書分類
（中分類）

文書分類
（小分類）

法人文書ファイル名 作成者 作成（取得）時期
保存
期間

保存期間
満了時期

媒体の
種別

保存場所 管理担当課・係
保存期間満
了時の措置

結果
企画連携課 会議等 委員会等 平成２９年度情報公開・個人情報保護委員会 企画連携課 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課企画・評価担当 廃棄
企画連携課 会議等 委員会等 平成３０年度情報公開・個人情報保護委員会 企画連携課 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課企画・評価担当 廃棄
企画連携課 会議等 委員会等 平成３１年度情報公開・個人情報保護委員会 企画連携課 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課企画・評価担当 廃棄
企画連携課 自己点検・評価 自己点検・評価 平成２７年度大学評価関係一般 企画連携課 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課企画・評価担当 廃棄
企画連携課 自己点検・評価 自己点検・評価 平成２８年度大学評価関係一般 企画連携課 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課企画・評価担当 廃棄
企画連携課 自己点検・評価 自己点検・評価 平成２９年度大学評価関係一般 企画連携課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課企画・評価担当 廃棄
企画連携課 自己点検・評価 自己点検・評価 平成３０年度大学評価関係一般 企画連携課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課企画・評価担当 廃棄
企画連携課 自己点検・評価 自己点検・評価 平成３１年度大学評価関係一般 企画連携課 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課企画・評価担当 廃棄
企画連携課 自己点検・評価 自己点検・評価 平成２７年度大学教員個人評価関係１（教育系） 企画連携課 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課企画・評価担当 廃棄
企画連携課 自己点検・評価 自己点検・評価 平成２７年度大学教員個人評価関係２（文科系） 企画連携課 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課企画・評価担当 廃棄
企画連携課 自己点検・評価 自己点検・評価 平成２７年度大学教員個人評価関係３（理科系） 企画連携課 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課企画・評価担当 廃棄
企画連携課 自己点検・評価 自己点検・評価 平成２７年度大学教員個人評価関係４（芸体系・他） 企画連携課 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課企画・評価担当 廃棄
企画連携課 自己点検・評価 自己点検・評価 平成２８年度大学教員個人評価関係１（教育系） 企画連携課 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課企画・評価担当 廃棄
企画連携課 自己点検・評価 自己点検・評価 平成２８年度大学教員個人評価関係２（文科系） 企画連携課 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課企画・評価担当 廃棄
企画連携課 自己点検・評価 自己点検・評価 平成２８年度大学教員個人評価関係３（理科系） 企画連携課 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課企画・評価担当 廃棄
企画連携課 自己点検・評価 自己点検・評価 平成２８年度大学教員個人評価関係４（芸体系） 企画連携課 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課企画・評価担当 廃棄
企画連携課 自己点検・評価 自己点検・評価 平成２９年度大学教員個人評価関係１（教育系・文科系） 企画連携課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課企画・評価担当 廃棄
企画連携課 自己点検・評価 自己点検・評価 平成２９年度大学教員個人評価関係２（理科系・芸体系） 企画連携課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課企画・評価担当 廃棄
企画連携課 自己点検・評価 自己点検・評価 平成３０年度大学教員個人評価関係１（教育系・文科系） 企画連携課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課企画・評価担当 廃棄
企画連携課 自己点検・評価 自己点検・評価 平成３０年度大学教員個人評価関係２（理科系・芸体系） 企画連携課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課企画・評価担当 廃棄
企画連携課 自己点検・評価 自己点検・評価 平成３１年度大学教員個人評価関係１（教育系・文科系） 企画連携課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課企画・評価担当 廃棄
企画連携課 自己点検・評価 自己点検・評価 平成３１年度大学教員個人評価関係２（理科系・芸体系） 企画連携課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課企画・評価担当 廃棄
企画連携課 自己点検・評価 自己点検・評価 平成２８年度事務系職員・附属教員個人評価関係 企画連携課 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課企画・評価担当 廃棄
企画連携課 自己点検・評価 自己点検・評価 平成２９年度事務系職員・附属教員個人評価関係 企画連携課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課企画・評価担当 廃棄
企画連携課 自己点検・評価 自己点検・評価 平成３０年度事務系職員・附属教員個人評価関係 企画連携課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課企画・評価担当 廃棄
企画連携課 自己点検・評価 自己点検・評価 平成３1年度事務系職員・附属教員個人評価関係 企画連携課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課企画・評価担当 廃棄
企画連携課 情報公開 大学ポートレート 平成２７年度大学ポートレート関係 企画連携課 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課企画・評価担当 廃棄
企画連携課 情報公開 大学ポートレート 平成２８年度大学ポートレート関係 企画連携課 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課企画・評価担当 廃棄
企画連携課 情報公開 大学ポートレート 平成２９年度大学ポートレート関係 企画連携課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課企画・評価担当 廃棄
企画連携課 情報公開 大学ポートレート 平成３０年度大学ポートレート関係 企画連携課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課企画・評価担当 廃棄
企画連携課 情報公開 大学ポートレート 平成３１年度大学ポートレート関係 企画連携課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課企画・評価担当 廃棄
企画連携課 情報公開 文書管理 法人文書ファイル管理簿 総務企画課 2012年4月1日 常用（無期限） 紙 企画連携課事務室 企画連携課企画・評価担当 廃棄
企画連携課 情報公開 文書管理事務処理 平成２７年度法人文書管理関係 企画連携課 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課企画・評価担当 廃棄
企画連携課 情報公開 文書管理事務処理 平成２８年度法人文書管理関係 企画連携課 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課企画・評価担当 廃棄
企画連携課 情報公開 文書管理事務処理 平成２９年度法人文書管理関係 企画連携課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課企画・評価担当 廃棄
企画連携課 情報公開 文書管理事務処理 平成３０年度法人文書管理関係 企画連携課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課企画・評価担当 廃棄
企画連携課 情報公開 文書管理事務処理 平成３１年度法人文書管理関係 企画連携課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課企画・評価担当 廃棄
企画連携課 情報公開 情報公開 平成２１年度～平成２３年度情報公開・個人情報保護関係 秘書・企画課 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 企画連携課倉庫 企画連携課企画・評価担当 廃棄
企画連携課 情報公開 情報公開 平成２４年度情報公開・個人情報保護関係 総務企画課 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課企画・評価担当 廃棄
企画連携課 情報公開 情報公開 平成２５年度情報公開・個人情報保護関係 総務企画課 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課企画・評価担当 廃棄
企画連携課 情報公開 情報公開 平成２６年度情報公開・個人情報保護関係 総務企画課 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課企画・評価担当 廃棄
企画連携課 情報公開 情報公開 平成２７年度情報公開・個人情報保護関係 企画連携課 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課企画・評価担当 廃棄
企画連携課 情報公開 情報公開 平成２８年度情報公開・個人情報保護関係 企画連携課 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課企画・評価担当 廃棄
企画連携課 情報公開 情報公開 平成２９年度情報公開・個人情報保護関係 企画連携課 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課企画・評価担当 廃棄
企画連携課 情報公開 情報公開 平成３０年度情報公開・個人情報保護関係 企画連携課 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課企画・評価担当 廃棄
企画連携課 情報公開 情報公開 平成３１年度情報公開・個人情報保護関係 企画連携課 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課企画・評価担当 廃棄
企画連携課 情報公開 情報公開 平成２５年度情報公開請求関係 総務企画課 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課企画・評価担当 廃棄
企画連携課 情報公開 情報公開 平成２６年度情報公開請求関係 総務企画課 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課企画・評価担当 廃棄
企画連携課 情報公開 情報公開 平成２７年度情報公開請求関係 企画連携課 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課企画・評価担当 廃棄
企画連携課 情報公開 情報公開 平成２８年度情報公開請求関係 企画連携課 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課企画・評価担当 廃棄
企画連携課 情報公開 情報公開 平成２９年度情報公開請求関係 企画連携課 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課企画・評価担当 廃棄
企画連携課 情報公開 情報公開 平成３０年度情報公開請求関係 企画連携課 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課企画・評価担当 廃棄
企画連携課 情報公開 情報公開 平成３１年度情報公開請求関係 企画連携課 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課企画・評価担当 廃棄
企画連携課 情報公開 情報公開 平成２９年度非識別加工情報提案募集関係 企画連携課 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課企画・評価担当 廃棄
企画連携課 情報公開 情報公開 平成３０年度非識別加工情報提案募集関係 企画連携課 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課企画・評価担当 廃棄
企画連携課 情報公開 情報公開 平成３１年度非識別加工情報提案募集関係 企画連携課 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課企画・評価担当 廃棄
企画連携課 大学改革 その他大学改革 平成１２年度大学改革に関する綴 庶務課 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課企画・評価担当 廃棄
企画連携課 大学改革 その他大学改革 国立大学のミッションの再定義 総務企画課 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課企画・評価担当 廃棄
企画連携課 大学改革 その他大学改革 有識者会議報告書関係 企画連携課 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課企画・評価担当 廃棄
企画連携課 大学改革 その他大学改革 「国立大学改革方針」を踏まえた国立大学との徹底した対話 企画連携課 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課企画・評価担当 廃棄
企画連携課 大学改革 その他大学改革 令和元年国立大学法人奈良設立推進協議会・設立推進準備室 企画連携課 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課大学改革担当 廃棄
企画連携課 大学改革 その他大学改革 令和元年度大学改革推進補助金 企画連携課 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課大学改革担当 廃棄
企画連携課 大学改革 組織の廃止転換再編成 平成元年度～３年度国立大学等における組織の廃止転換・再編成・組織運営の見直し書類庶務課 1992年4月1日 30年 2022年3月31日 紙 企画連携課倉庫 企画連携課企画・評価担当 廃棄
企画連携課 大学改革 組織の廃止転換再編成 平成６年～１２年度組織の廃止転換・再編成等に係る検討状況等関係 庶務課 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課企画・評価担当 廃棄
企画連携課 第三者評価 外部評価 平成１２年に着手する大学評価関係綴「教育サービス面における社会貢献」ヒアリング（Ｈ１３・１０・１１学生センター）企画広報室 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 企画連携課倉庫 企画連携課企画・評価担当 廃棄
企画連携課 第三者評価 外部評価 平成１２年に着手する大学評価全学テーマ別自己評価書「教育サービス面における社会貢献」根拠資料企画広報室 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 企画連携課倉庫 企画連携課企画・評価担当 廃棄
企画連携課 第三者評価 外部評価 平成１３年度に着手する大学評価「教養教育」「研究活動面における社会との連携及び協力」企画広報室 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 企画連携課倉庫 企画連携課企画・評価担当 廃棄
企画連携課 第三者評価 外部評価 平成１３年に着手する大学評価全学テーマ別評価「教養教育」自己評価委員会資料　他（Ｈ１４・２・１３）企画広報室 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 企画連携課倉庫 企画連携課企画・評価担当 廃棄
企画連携課 第三者評価 外部評価 平成２１年度研究に関する外部評価関係 秘書・企画課 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 企画連携課倉庫 企画連携課企画・評価担当 廃棄
企画連携課 第三者評価 大学基準協会 大学基準協会加盟判定申請関係 庶務課 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 企画連携課倉庫 企画連携課企画・評価担当 廃棄
企画連携課 第三者評価 認証評価一般 平成１５年度認証評価関係 秘書・企画課 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 企画連携課倉庫 企画連携課企画・評価担当 廃棄
企画連携課 第三者評価 認証評価一般 平成１６年度認証評価関係 秘書・企画課 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 企画連携課倉庫 企画連携課企画・評価担当 廃棄
企画連携課 第三者評価 認証評価一般 平成１６年度大学基準協会・平成１７年度認証評価関係 秘書・企画課 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 企画連携課倉庫 企画連携課企画・評価担当 廃棄
企画連携課 第三者評価 認証評価一般 平成１８年度認証評価関係 秘書・企画課 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 企画連携課倉庫 企画連携課企画・評価担当 廃棄
企画連携課 第三者評価 認証評価一般 平成１９年度認証評価関係 秘書・企画課 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課企画・評価担当 廃棄
企画連携課 第三者評価 認証評価一般 平成２０年度認証評価関係 秘書・企画課 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 企画連携課倉庫 企画連携課企画・評価担当 廃棄
企画連携課 第三者評価 認証評価一般 平成２１年度大学評価・学位授与機構大学機関別認証評価関係 秘書・企画課 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 企画連携課倉庫 企画連携課企画・評価担当 廃棄
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結果
企画連携課 第三者評価 認証評価一般 平成２３年度教員養成評価機構専門職大学院認証評価関係 秘書・企画課 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課企画・評価担当 廃棄
企画連携課 第三者評価 認証評価一般 平成２７年度大学評価・学位授与機構大学機関別認証評価等関係 企画連携課 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課企画・評価担当 廃棄
企画連携課 第三者評価 認証評価一般 平成２７年度大学評価・学位授与機構大学機関別認証評価関係（自己評価書等） 企画連携課 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課企画・評価担当 廃棄
企画連携課 第三者評価 認証評価一般 平成２８年度教員養成評価機構専門職大学院認証評価関係 企画連携課 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課企画・評価担当 廃棄
企画連携課 教員配置 教員配置 平成２２年度教員配置関係綴 企画連携課 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課企画・評価担当 廃棄
企画連携課 教員配置 教員配置 平成２３年度教員配置関係綴 企画連携課 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課企画・評価担当 廃棄
企画連携課 教員配置 教員配置 平成２４年度教員配置関係綴 企画連携課 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課企画・評価担当 廃棄
企画連携課 教員配置 教員配置 平成２５年度教員配置関係綴 企画連携課 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課企画・評価担当 廃棄
企画連携課 教員配置 教員配置 平成２６年度教員配置関係綴 企画連携課 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課企画・評価担当 廃棄
企画連携課 教員配置 教員配置 平成２７年度教員配置関係綴 企画連携課 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課企画・評価担当 廃棄
企画連携課 教員配置 教員配置 平成２８年度教員配置関係綴 企画連携課 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課企画・評価担当 廃棄
企画連携課 教員配置 教員配置 平成２９年度教員配置関係綴 企画連携課 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課企画・評価担当 廃棄
企画連携課 教員配置 教員配置 平成３０年度教員配置関係綴 企画連携課 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課企画・評価担当 廃棄
企画連携課 教員配置 教員配置 平成３１年度教員配置関係綴 企画連携課 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課企画・評価担当 廃棄
企画連携課 教員配置 教員配置 令和２年度教員配置関係綴 企画連携課 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課企画・評価担当 廃棄
企画連携課 教員配置 教員配置 令和３年度教員配置関係綴 企画連携課 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課企画・評価担当 廃棄
企画連携課 地域連携関係 公開講座 令和２年度公開講座綴 企画連携課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課地域連携担当 廃棄
企画連携課 地域連携関係 免許状更新講習 令和２年度教員免許状更新講習事前・事後アンケート 企画連携課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子媒体 企画連携課事務室 企画連携課地域連携担当 廃棄
企画連携課 地域連携関係 委員会等 令和２年度地域・教育連携室 企画連携課 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課地域連携担当 廃棄
企画連携課 地域連携関係 司書教諭講習 令和２年度学校図書館司書教諭講習関係 企画連携課 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課地域連携担当 廃棄
企画連携課 地域連携関係 司書教諭講習 令和２年度学校図書館司書教諭講習申込書 企画連携課 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課地域連携担当 廃棄
企画連携課 地域連携関係 免許状更新講習 令和２年度教員免許状更新講習関係 企画連携課 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課地域連携担当 廃棄
企画連携課 地域連携関係 免許状更新講習 令和２年度教員免許状更新講習委員会関係 企画連携課 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課地域連携担当 廃棄
企画連携課 地域連携関係 免許状更新講習 令和２年度教員免許状更新講習受講申込書 企画連携課 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課地域連携担当 廃棄
企画連携課 地域連携関係 免許状更新講習 令和２年度教員免許状更新講習解答･成績報告書１ 企画連携課 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課地域連携担当 廃棄
企画連携課 地域連携関係 免許状更新講習 令和２年度教員免許状更新講習解答･成績報告書２ 企画連携課 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課地域連携担当 廃棄
企画連携課 地域連携関係 免許状更新講習 令和２年度教員免許状更新講習解答･成績報告書３ 企画連携課 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課地域連携担当 廃棄
企画連携課 地域連携関係 免許状更新講習 令和２年度教員免許状更新講習解答･成績報告書４ 企画連携課 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課地域連携担当 廃棄
企画連携課 地域連携関係 免許状更新講習 令和２年度教員免許状更新講習解答･成績報告書５ 企画連携課 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課地域連携担当 廃棄
企画連携課 地域連携関係 免許状更新講習 令和２年度教員免許状更新講習解答･成績報告書６ 企画連携課 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課地域連携担当 廃棄
企画連携課 地域連携関係 免許状更新講習 令和２年度教員免許状更新講習解答･成績報告書７ 企画連携課 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課地域連携担当 廃棄
企画連携課 地域連携関係 免許状更新講習 令和２年度教員免許状更新講習解答･成績報告書８ 企画連携課 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課地域連携担当 廃棄
企画連携課 地域連携関係 免許状更新講習 令和２年度教員免許状更新講習解答･成績報告書９ 企画連携課 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課地域連携担当 廃棄
企画連携課 地域連携関係 免許状更新講習 令和２年度教員免許状更新講習解答･成績報告書１０ 企画連携課 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課地域連携担当 廃棄
企画連携課 地域連携関係 免許状更新講習 令和２年度教員免許状更新講習解答･成績報告書１１ 企画連携課 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課地域連携担当 廃棄
企画連携課 地域連携関係 免許状更新講習 令和２年度教員免許状更新講習解答･成績報告書１２ 企画連携課 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課地域連携担当 廃棄
企画連携課 地域連携関係 免許状更新講習 令和２年度教員免許状更新講習解答･成績報告書１３ 企画連携課 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課地域連携担当 廃棄
企画連携課 地域連携関係 免許状更新講習 令和２年度教員免許状更新講習解答･成績報告書１４ 企画連携課 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課地域連携担当 廃棄
企画連携課 地域連携関係 免許状更新講習 令和２年度教員免許状更新講習解答･成績報告書１５ 企画連携課 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 企画連携課事務室 企画連携課地域連携担当 廃棄
教育研究支援課 物品管理　図書館サービス図書館利用 貴重図書利用関係書類平成30年度 教育研究支援課 2019年4月1日 3年 2022年3月31日 紙 教育研究支援課事務室教育研究支援課情報サービス担当廃棄
教育研究支援課 物品管理　図書館サービス図書館利用 情報サービス担当決裁文書綴平成30年度 教育研究支援課 2019年4月1日 3年 2022年3月31日 紙 教育研究支援課事務室教育研究支援課情報サービス担当廃棄
教育研究支援課 物品管理　図書館サービス図書館利用 文献複写料・現物貸借料収納済通知書平成30年度 教育研究支援課 2019年4月1日 3年 2022年3月31日 紙 教育研究支援課事務室教育研究支援課情報サービス担当廃棄
教育研究支援課 物品管理　図書館サービス図書館利用 時間外開館日報・館内利用者数記録表平成30年度 教育研究支援課 2019年4月1日 3年 2022年3月31日 紙 教育研究支援課事務室教育研究支援課情報サービス担当廃棄
教育研究支援課 物品管理　図書館サービス図書館利用 えほんのひろば・ラーニング・コモンズ利用台帳平成30年度 教育研究支援課 2019年4月1日 3年 2022年3月31日 紙 教育研究支援課事務室教育研究支援課情報サービス担当廃棄
教育研究支援課 物品管理　図書館サービス図書館利用 利用者カード発行書類平成30年度 教育研究支援課 2019年4月1日 3年 2022年3月31日 紙 教育研究支援課事務室教育研究支援課情報サービス担当廃棄
教育研究支援課 物品管理　図書館サービス図書館利用 グループ学習室利用台帳平成30年度 教育研究支援課 2019年4月1日 3年 2022年3月31日 紙 教育研究支援課事務室教育研究支援課情報サービス担当廃棄
教育研究支援課 物品管理　図書館サービス図書館利用 文献複写申込書平成30年度 教育研究支援課 2019年4月1日 3年 2022年3月31日 紙 教育研究支援課事務室教育研究支援課情報サービス担当廃棄
教育研究支援課 物品管理　図書館サービス図書館利用 貴重図書利用関係書類平成31年度(令和元年度） 教育研究支援課 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 教育研究支援課事務室教育研究支援課情報サービス担当廃棄
教育研究支援課 物品管理　図書館サービス図書館利用 情報サービス担当決裁文書綴平成31年度（令和元年度） 教育研究支援課 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 教育研究支援課事務室教育研究支援課情報サービス担当廃棄
教育研究支援課 物品管理　図書館サービス図書館利用 文献複写料・現物貸借料収納済通知書平成31年度（令和元年度） 教育研究支援課 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 教育研究支援課事務室教育研究支援課情報サービス担当廃棄
教育研究支援課 物品管理　図書館サービス図書館利用 時間外開館日報・館内利用者数記録表平成31年度（令和元年度） 教育研究支援課 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 教育研究支援課事務室教育研究支援課情報サービス担当廃棄
教育研究支援課 物品管理　図書館サービス図書館利用 えほんのひろば・ラーニング・コモンズ利用台帳平成31年度（令和元年度） 教育研究支援課 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 教育研究支援課事務室教育研究支援課情報サービス担当廃棄
教育研究支援課 物品管理　図書館サービス図書館利用 利用者カード発行書類平成31年度（令和元年度） 教育研究支援課 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 教育研究支援課事務室教育研究支援課情報サービス担当廃棄
教育研究支援課 物品管理　図書館サービス図書館利用 グループ学習室利用台帳平成31年度（令和元年度） 教育研究支援課 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 教育研究支援課事務室教育研究支援課情報サービス担当廃棄
教育研究支援課 物品管理　図書館サービス図書館利用 文献複写申込書平成31年度（令和元年度） 教育研究支援課 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 教育研究支援課事務室教育研究支援課情報サービス担当廃棄
教育研究支援課 物品管理 資産図書 平成23年度寄贈図書 学術情報課 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 教育研究支援課事務室教育研究支援課目録情報担当 廃棄
教育研究支援課 物品管理 資産図書 平成24年度寄贈図書 学術情報課 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 教育研究支援課事務室教育研究支援課目録情報担当 廃棄
教育研究支援課 物品管理 資産図書 平成25年度寄贈図書 学術情報課 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 教育研究支援課事務室教育研究支援課目録情報担当 廃棄
教育研究支援課 物品管理 資産図書 平成26年度寄贈図書 教育研究支援課 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 教育研究支援課事務室教育研究支援課目録情報担当 廃棄
教育研究支援課 物品管理 資産図書 図書除却処理（平成21年度～平成27年度） 教育研究支援課 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 教育研究支援課事務室教育研究支援課目録情報担当 廃棄
教育研究支援課 物品管理 資産図書 平成27年度寄贈図書 教育研究支援課 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 教育研究支援課事務室教育研究支援課目録情報担当 廃棄
教育研究支援課 物品管理 資産図書 図書除却処理（平成28年度） 教育研究支援課 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 教育研究支援課事務室教育研究支援課目録情報担当 廃棄
教育研究支援課 物品管理 資産図書 平成28年度寄贈図書 教育研究支援課 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 教育研究支援課事務室教育研究支援課目録情報担当 廃棄
教育研究支援課 物品管理 諸帳簿 承継資産（図書）台帳（昭和18年度～平成15年度） 学術情報課 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 電子情報 教育研究支援課事務室教育研究支援課目録情報担当 廃棄
教育研究支援課 物品管理 諸帳簿 蔵書目録（昭和18年度～平成15年度） 学術情報課 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 管理棟１階書類倉庫 教育研究支援課目録情報担当 廃棄
教育研究支援課 物品管理 諸帳簿 図書資産管理台帳（昭和18年度～平成31年度） 教育研究支援課 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 電子情報 教育研究支援課事務室教育研究支援課目録情報担当 廃棄
教育研究支援課 会議等 委員会等 平成28年度図書館運営委員会 教育研究支援課 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 教育研究支援課事務室教育研究支援課目録情報担当 廃棄
教育研究支援課 会議等 委員会等 平成29年度図書館運営委員会 教育研究支援課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 教育研究支援課事務室教育研究支援課目録情報担当 廃棄
教育研究支援課 物品管理 資産図書 図書除却処理（平成29年度） 教育研究支援課 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 教育研究支援課事務室教育研究支援課目録情報担当 廃棄
教育研究支援課 物品管理 資産図書 平成29年度寄贈図書 教育研究支援課 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 教育研究支援課事務室教育研究支援課目録情報担当 廃棄
教育研究支援課 会議等 委員会等 平成30年度図書館運営委員会 教育研究支援課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 教育研究支援課事務室教育研究支援課目録情報担当 廃棄

教育研究支援課 物品管理その他 資産図書その他 目録情報担当決裁文書綴平成30年度 教育研究支援課 2019年4月1日 3年5年
2022/3/31
2024/3/31

紙 教育研究支援課事務室教育研究支援課目録情報担当 廃棄

教育研究支援課 物品管理 資産図書 図書除却処理（平成30年度） 教育研究支援課 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 教育研究支援課事務室教育研究支援課目録情報担当 廃棄
教育研究支援課 物品管理 資産図書 平成30年度寄贈図書 教育研究支援課 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 教育研究支援課事務室教育研究支援課目録情報担当 廃棄
教育研究支援課 会議等 委員会等 平成31年度（令和元年度）図書館運営委員会 教育研究支援課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 教育研究支援課事務室教育研究支援課目録情報担当 廃棄
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満了時期

媒体の
種別

保存場所 管理担当課・係
保存期間満
了時の措置

結果

教育研究支援課 物品管理その他 資産図書その他 平成31年度（令和元年度）目録情報担当決裁文書綴 教育研究支援課 2020年4月1日 3年5年
2023/3/31
2025/3/31

紙 教育研究支援課事務室教育研究支援課目録情報担当 廃棄

教育研究支援課 物品管理 資産図書 平成31年度（令和元年度）図書除却処理 教育研究支援課 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 教育研究支援課事務室教育研究支援課目録情報担当 廃棄
教育研究支援課 物品管理 資産図書 平成31年度（令和元年度）寄贈図書 教育研究支援課 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 教育研究支援課事務室教育研究支援課目録情報担当 廃棄
教育研究支援課 その他 その他 平成２８年度調査・回答 教育研究支援課 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 教育研究支援課事務室教育研究支援課学術・研究担当 廃棄
教育研究支援課 その他 その他 平成２９年度通知文書 教育研究支援課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 教育研究支援課事務室教育研究支援課学術・研究担当 廃棄
教育研究支援課 その他 その他 平成２９年度調査・回答 教育研究支援課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 教育研究支援課事務室教育研究支援課学術・研究担当 廃棄
教育研究支援課 その他 その他 平成２９年度「研究活動における不正行為への対応等」、「公的研究費の管理・監査のガイドライン」教育研究支援課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 教育研究支援課事務室教育研究支援課学術・研究担当 廃棄
教育研究支援課 その他 その他 平成２９年度日本学術振興会特別研究員 教育研究支援課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 教育研究支援課事務室教育研究支援課学術・研究担当 廃棄
教育研究支援課 その他 その他 平成２９年度「化学系研究設備有効活用ネットワーク 教育研究支援課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 教育研究支援課事務室教育研究支援課学術・研究担当 廃棄
教育研究支援課 特許 特許 平成23～27年度特許 教育研究支援課 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 教育研究支援課事務室教育研究支援課学術・研究担当 廃棄
教育研究支援課 科学研究費補助金 科学研究費補助金 平成２８年度科学研究費補助金 教育研究支援課 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 教育研究支援課事務室教育研究支援課学術・研究担当 廃棄
教育研究支援課 科学研究費補助金 科学研究費補助金 平成２８年度科学研究費補助金旅行命令簿 教育研究支援課 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 教育研究支援課事務室教育研究支援課学術・研究担当 廃棄
教育研究支援課 科学研究費補助金 科学研究費補助金 平成２９年度科学研究費補助金 教育研究支援課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 教育研究支援課事務室教育研究支援課学術・研究担当 廃棄
教育研究支援課 科学研究費補助金 科学研究費補助金 平成２９年度科学研究費補助金旅行命令簿 教育研究支援課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 教育研究支援課事務室教育研究支援課学術・研究担当 廃棄
教育研究支援課 会議等 委員会等 平成28年度遺伝子解析研究倫理委員会 教育研究支援課 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 教育研究支援課事務室教育研究支援課学術・研究担当 廃棄
教育研究支援課 会議等 委員会等 平成28年度研究不正防止推進委員会 教育研究支援課 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 教育研究支援課事務室教育研究支援課学術・研究担当 廃棄
教育研究支援課 会議等 委員会等 平成２８年度学術研究推進委員会 教育研究支援課 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 教育研究支援課事務室教育研究支援課学術・研究担当 廃棄
教育研究支援課 会議等 委員会等 平成２８年度人を対象とする研究倫理審査委員会 教育研究支援課 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 教育研究支援課事務室教育研究支援課学術・研究担当 廃棄
教育研究支援課 会議等 委員会等 平成29年度遺伝子解析研究倫理委員会 教育研究支援課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 教育研究支援課事務室教育研究支援課学術・研究担当 廃棄
教育研究支援課 会議等 委員会等 平成29年度研究不正防止推進委員会 教育研究支援課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 教育研究支援課事務室教育研究支援課学術・研究担当 廃棄
教育研究支援課 会議等 委員会等 平成２９年度学術研究推進委員会 教育研究支援課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 教育研究支援課事務室教育研究支援課学術・研究担当 廃棄
教育研究支援課 会議等 委員会等 平成２９年度人を対象とする研究倫理審査委員会 教育研究支援課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 教育研究支援課事務室教育研究支援課学術・研究担当 廃棄
教育研究支援課 会議等 委員会等 平成２９年度ブックレット・出版会運営委員会 教育研究支援課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 教育研究支援課事務室教育研究支援課学術・研究担当 廃棄
教育研究支援課 外部資金関係 共同研究 平成28年度共同研究 教育研究支援課 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 教育研究支援課事務室教育研究支援課学術・研究担当 廃棄
教育研究支援課 外部資金関係 共同研究 平成29年度共同研究 教育研究支援課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 教育研究支援課事務室教育研究支援課学術・研究担当 廃棄
教育研究支援課 外部資金関係 受託研究 平成29年度受託研究 教育研究支援課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 教育研究支援課事務室教育研究支援課学術・研究担当 廃棄
教育研究支援課 外部資金関係 寄付金 平成２８年度寄付金 教育研究支援課 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 教育研究支援課事務室教育研究支援課学術・研究担当 廃棄
教育研究支援課 外部資金関係 寄付金 平成２９年度寄付金 教育研究支援課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 教育研究支援課事務室教育研究支援課学術・研究担当 廃棄
教育研究支援課 研究助成 学術奨励 平成２８年度研究助成等公募 教育研究支援課 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 教育研究支援課事務室教育研究支援課学術・研究担当 廃棄
教育研究支援課 研究助成 学術奨励 平成２９年度研究助成等公募 教育研究支援課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 教育研究支援課事務室教育研究支援課学術・研究担当 廃棄
教育研究支援課 その他 その他 平成30年度通知文書 教育研究支援課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 教育研究支援課事務室教育研究支援課学術・研究担当 廃棄
教育研究支援課 その他 その他 平成30年度調査・回答 教育研究支援課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 教育研究支援課事務室教育研究支援課学術・研究担当 廃棄
教育研究支援課 その他 その他 平成30年度「研究活動における不正行為への対応等」、「公的研究費の管理・監査のガイドライン」教育研究支援課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 教育研究支援課事務室教育研究支援課学術・研究担当 廃棄
教育研究支援課 その他 その他 平成30年度講演会・セミナー等案内 教育研究支援課 2019年4月1日 3年 2022年3月31日 紙 教育研究支援課事務室教育研究支援課学術・研究担当 廃棄
教育研究支援課 科学研究費補助金 科学研究費補助金 平成30年度科学研究費補助金 教育研究支援課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 教育研究支援課事務室教育研究支援課学術・研究担当 廃棄
教育研究支援課 科学研究費補助金 科学研究費補助金 平成30年度科学研究費補助金旅行命令簿 教育研究支援課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 教育研究支援課事務室教育研究支援課学術・研究担当 廃棄
教育研究支援課 科学研究費補助金 科学研究費補助金 平成30年度科学研究費助成事業研究計画調書閲覧承諾書・閲覧申込書 教育研究支援課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 教育研究支援課事務室教育研究支援課学術・研究担当 廃棄
教育研究支援課 会議等 委員会等 平成30年度遺伝子解析研究倫理委員会 教育研究支援課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 教育研究支援課事務室教育研究支援課学術・研究担当 廃棄
教育研究支援課 会議等 委員会等 平成30年度研究不正防止推進委員会 教育研究支援課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 教育研究支援課事務室教育研究支援課学術・研究担当 廃棄
教育研究支援課 会議等 委員会等 平成30年度学術研究推進委員会 教育研究支援課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 教育研究支援課事務室教育研究支援課学術・研究担当 廃棄
教育研究支援課 会議等 委員会等 平成30年度人を対象とする研究倫理審査委員会 教育研究支援課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 教育研究支援課事務室教育研究支援課学術・研究担当 廃棄
教育研究支援課 会議等 委員会等 平成30年度ブックレット・出版会運営委員会 教育研究支援課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 教育研究支援課事務室教育研究支援課学術・研究担当 廃棄
教育研究支援課 外部資金関係 共同研究 平成30年度共同研究 教育研究支援課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 教育研究支援課事務室教育研究支援課学術・研究担当 廃棄
教育研究支援課 外部資金関係 受託研究 平成30年度受託研究 教育研究支援課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 教育研究支援課事務室教育研究支援課学術・研究担当 廃棄
教育研究支援課 外部資金関係 寄付金 平成30年度寄付金 教育研究支援課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 教育研究支援課事務室教育研究支援課学術・研究担当 廃棄
教育研究支援課 研究助成 学術奨励 平成30年度研究助成等公募 教育研究支援課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 教育研究支援課事務室教育研究支援課学術・研究担当 廃棄
教育研究支援課 会議等 委員会等 平成30年度動物実験に関する委員会 教育研究支援課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 教育研究支援課事務室教育研究支援課学術・研究担当 廃棄
教育研究支援課 その他 その他 平成30年度外国人研究者受入関係書類等 教育研究支援課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 教育研究支援課事務室教育研究支援課学術・研究担当 廃棄
教育研究支援課 会議等 委員会等 令和1年度人を対象とする研究倫理審査委員会 教育研究支援課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 教育研究支援課事務室教育研究支援課学術・研究担当 廃棄
教育研究支援課 会議等 委員会等 令和1年度学術研究推進委員会 教育研究支援課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 教育研究支援課事務室教育研究支援課学術・研究担当 廃棄
教育研究支援課 その他 その他 令和1年度「研究活動における不正行為への対応等」、「公的研究費の管理・監査のガイドライン」教育研究支援課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 教育研究支援課事務室教育研究支援課学術・研究担当 廃棄
教育研究支援課 その他 その他 令和1年度調査・回答 教育研究支援課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 教育研究支援課事務室教育研究支援課学術・研究担当 廃棄
教育研究支援課 外部資金関係 寄付金 令和1年度寄付金 教育研究支援課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 教育研究支援課事務室教育研究支援課学術・研究担当 廃棄
教育研究支援課 会議等 委員会等 令和1年度研究不正防止推進委員会 教育研究支援課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 教育研究支援課事務室教育研究支援課学術・研究担当 廃棄
教育研究支援課 その他 その他 令和1年度通知文書 教育研究支援課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 教育研究支援課事務室教育研究支援課学術・研究担当 廃棄
教育研究支援課 科学研究費補助金 科学研究費補助金 令和1年度科学研究費補助金 教育研究支援課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 教育研究支援課事務室教育研究支援課学術・研究担当 廃棄
教育研究支援課 科学研究費補助金 科学研究費補助金 令和1年度科学研究費補助金旅行命令簿 教育研究支援課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 教育研究支援課事務室教育研究支援課学術・研究担当 廃棄
教育研究支援課 科学研究費補助金 科学研究費補助金 令和1年度科学研究費助成事業研究計画調書閲覧承諾書・閲覧申込書 教育研究支援課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 教育研究支援課事務室教育研究支援課学術・研究担当 廃棄
教育研究支援課 会議等 委員会等 令和1年度遺伝子解析研究倫理委員会 教育研究支援課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 教育研究支援課事務室教育研究支援課学術・研究担当 廃棄
教育研究支援課 外部資金関係 共同研究 令和1年度共同研究 教育研究支援課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 教育研究支援課事務室教育研究支援課学術・研究担当 廃棄
教育研究支援課 研究助成 学術奨励 令和1年度研究助成等公募 教育研究支援課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 教育研究支援課事務室教育研究支援課学術・研究担当 廃棄
教育研究支援課 外部資金関係 受託研究 令和1年度受託研究 教育研究支援課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 教育研究支援課事務室教育研究支援課学術・研究担当 廃棄
教育研究支援課 その他 その他 令和1年度外国人研究者受入関係書類等 教育研究支援課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 教育研究支援課事務室教育研究支援課学術・研究担当 廃棄
教育研究支援課 会議等 委員会等 令和1年度ブックレット・出版会運営委員会 教育研究支援課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 教育研究支援課事務室教育研究支援課学術・研究担当 廃棄
教育研究支援課 その他 その他 令和1年度大学共同利用機関関係書類等 教育研究支援課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 教育研究支援課事務室教育研究支援課学術・研究担当 廃棄
教育研究支援課 その他 その他 令和1年度「研究力の分析に資するデータ標準化の推進に関するガイドライン」関係書類等教育研究支援課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 教育研究支援課事務室教育研究支援課学術・研究担当 廃棄
教育研究支援課 その他 その他 令和1年度安全保障輸出管理（外国出張における確認表） 教育研究支援課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 教育研究支援課事務室教育研究支援課学術・研究担当 廃棄
教育研究支援課 事務電算機 事務電算機 平成27年度～平成28年　教育研究支援課（１） 教育研究支援課 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 教育研究支援課 教育研究支援課情報管理担当 廃棄
教育研究支援課 情報基盤 情報基盤 平成23年度～平成29年度メールアドレス発行承認書 教育研究支援課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 教育研究支援課 教育研究支援課情報管理担当 廃棄
教育研究支援課 会議 委員会 平成27年度～平成29年度　情報セキュリティ委員会 教育研究支援課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 教育研究支援課 教育研究支援課情報管理担当 廃棄
教育研究支援課 事務電算機 事務電算機 平成29年度教育研究支援課 教育研究支援課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 教育研究支援課 教育研究支援課情報管理担当 廃棄
教育研究支援課 情報基盤 情報基盤 平成28年度～平成29年度次世代教員養成センター関係 教育研究支援課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 教育研究支援課 教育研究支援課情報管理担当 廃棄
教育研究支援課 情報基盤 情報基盤 平成28年度～平成29年度国立大学法人情報系センター長会議関係 教育研究支援課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 教育研究支援課 教育研究支援課情報管理担当 廃棄
教育研究支援課 情報基盤 情報基盤 平成30年度メールアドレス発行承認書 教育研究支援課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 教育研究支援課 教育研究支援課情報管理担当 廃棄
教育研究支援課 会議 委員会 平成30年度情報セキュリティ委員会 教育研究支援課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 教育研究支援課 教育研究支援課情報管理担当 廃棄
教育研究支援課 事務電算機 事務電算機 平成30年度教育研究支援課 教育研究支援課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 教育研究支援課 教育研究支援課情報管理担当 廃棄

16



法人文書ファイル管理簿

文書分類
（大分類）

文書分類
（中分類）

文書分類
（小分類）

法人文書ファイル名 作成者 作成（取得）時期
保存
期間

保存期間
満了時期

媒体の
種別

保存場所 管理担当課・係
保存期間満
了時の措置

結果
教育研究支援課 情報基盤 情報基盤 平成30年度次世代教員養成センター関係 教育研究支援課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 教育研究支援課 教育研究支援課情報管理担当 廃棄
教育研究支援課 情報基盤 情報基盤 平成30年度国立大学法人情報系センター長会議関係 教育研究支援課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 教育研究支援課 教育研究支援課情報管理担当 廃棄
教育研究支援課 情報基盤 情報基盤 平成31年度メールアドレス発行承認書 教育研究支援課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 教育研究支援課 教育研究支援課情報管理・情報教育担当廃棄
教育研究支援課 会議 委員会 平成31年度情報セキュリティ委員会 教育研究支援課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 教育研究支援課 教育研究支援課情報管理・情報教育担当廃棄
教育研究支援課 事務電算機 事務電算機 平成31年度教育研究支援課 教育研究支援課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 教育研究支援課 教育研究支援課情報管理・情報教育担当廃棄
教育研究支援課 情報基盤 情報基盤 平成31年度次世代教員養成センター関係 教育研究支援課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 教育研究支援課 教育研究支援課情報管理・情報教育担当廃棄
教育研究支援課 情報基盤 情報基盤 平成31年度国立大学法人情報系センター長会議関係 教育研究支援課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 教育研究支援課 教育研究支援課情報管理・情報教育担当廃棄
教育研究支援課 会議等 委員会等 平成22年度～29年度教育研究支援機構運営委員会 教育研究支援課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 教育研究支援課事務室教育研究支援課総務担当 廃棄
教育研究支援課 支払決議 支払決議書 平成26年度支払決議書（控） 教育研究支援課 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 教育研究支援課事務室教育研究支援課総務担当 廃棄
教育研究支援課 支払決議 支払決議書 平成26年度支払決議書・契約決議書（控）少額資産/資産/100万円以上 教育研究支援課 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 教育研究支援課事務室教育研究支援課総務担当 廃棄
教育研究支援課 帳簿関係 帳簿 平成26年度経費精算書綴（旅費）(２分冊） 教育研究支援課 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 教育研究支援課事務室教育研究支援課総務担当 廃棄
教育研究支援課 帳簿関係 帳簿 平成26年度経費精算書綴（諸謝金）(２分冊） 教育研究支援課 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 教育研究支援課事務室教育研究支援課総務担当 廃棄
教育研究支援課 帳簿関係 帳簿 平成26年度債務計上票綴（3分冊） 教育研究支援課 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 教育研究支援課事務室教育研究支援課総務担当 廃棄
教育研究支援課 帳簿関係 帳簿 平成26年度債務計上票綴（補助金）（３分冊） 教育研究支援課 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 教育研究支援課事務室教育研究支援課総務担当 廃棄
教育研究支援課 帳簿関係 帳簿 平成26年度立替経費精算書 教育研究支援課 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 教育研究支援課事務室教育研究支援課総務担当 廃棄
教育研究支援課 帳簿関係 帳簿 平成26年度予算執行振替伝票 教育研究支援課 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 教育研究支援課事務室教育研究支援課総務担当 廃棄
教育研究支援課 帳簿関係 帳簿 平成27年度経費精算書綴（旅費） 教育研究支援課 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 教育研究支援課事務室教育研究支援課総務担当 廃棄
教育研究支援課 帳簿関係 帳簿 平成27年度経費精算書綴（諸謝金） 教育研究支援課 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 教育研究支援課事務室教育研究支援課総務担当 廃棄
教育研究支援課 帳簿関係 帳簿 平成27年度債務計上票綴 教育研究支援課 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 教育研究支援課事務室教育研究支援課総務担当 廃棄
教育研究支援課 帳簿関係 帳簿 平成27年度債務計上票綴（補助金） 教育研究支援課 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 教育研究支援課事務室教育研究支援課総務担当 廃棄
教育研究支援課 帳簿関係 帳簿 平成27年度立替経費精算書 教育研究支援課 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 教育研究支援課事務室教育研究支援課総務担当 廃棄
教育研究支援課 帳簿関係 帳簿 平成27年度予算執行振替伝票 教育研究支援課 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 教育研究支援課事務室教育研究支援課総務担当 廃棄
教育研究支援課 帳簿関係 帳簿 平成28年度債務計上票綴 教育研究支援課 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 教育研究支援課事務室教育研究支援課総務担当 廃棄
教育研究支援課 帳簿関係 帳簿 平成28年度経費精算書綴（旅費・諸謝金） 教育研究支援課 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 教育研究支援課事務室教育研究支援課総務担当 廃棄
教育研究支援課 帳簿関係 帳簿 平成28年度予算執行振替伝票 教育研究支援課 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 教育研究支援課事務室教育研究支援課総務担当 廃棄
教育研究支援課 帳簿関係 帳簿 平成29年度債務計上票綴 教育研究支援課 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 教育研究支援課事務室教育研究支援課総務担当 廃棄
教育研究支援課 帳簿関係 帳簿 平成29年度経費精算書綴（旅費・諸謝金） 教育研究支援課 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 教育研究支援課事務室教育研究支援課総務担当 廃棄
教育研究支援課 旅費 命令簿等 平成28年度　旅行命令簿　復命書 教育研究支援課 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 教育研究支援課事務室教育研究支援課総務担当 廃棄
教育研究支援課 旅費 命令簿等 平成29年度　旅行命令簿　復命書 教育研究支援課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 教育研究支援課事務室教育研究支援課総務担当 廃棄
教育研究支援課 補助金関係 提出書類 平成28年度国立大学改革強化推進補助金関係綴 教育研究支援課 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 教育研究支援課事務室教育研究支援課総務担当 廃棄
教育研究支援課 補助金関係 提出書類 平成29年度国立大学改革強化推進補助金関係綴 教育研究支援課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 教育研究支援課事務室教育研究支援課総務担当 廃棄
教育研究支援課 会議等 委員会等 平成28年度紀要委員会関係 教育研究支援課 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 教育研究支援課事務室教育研究支援課副課長 廃棄
教育研究支援課 会議等 委員会等 平成28年度次世代教員養成センター関係会議 教育研究支援課 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 教育研究支援課事務室教育研究支援課総務担当 廃棄
教育研究支援課 会議等 委員会等 平成29年度紀要委員会関係 教育研究支援課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 教育研究支援課事務室教育研究支援課副課長 廃棄
教育研究支援課 会議等 委員会等 平成29年度次世代教員養成センター関係会議 教育研究支援課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 教育研究支援課事務室教育研究支援課総務担当 廃棄
教育研究支援課 職員の勤務状況関係 超過勤務命令簿 平成28年度超過勤務等命令簿 教育研究支援課 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 教育研究支援課事務室教育研究支援課総務担当 廃棄
教育研究支援課 職員の勤務状況関係 超過勤務命令簿 平成29年度超過勤務等命令簿 教育研究支援課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 教育研究支援課事務室教育研究支援課総務担当 廃棄
教育研究支援課 職員の勤務状況関係 休暇 平成28年休暇簿 教育研究支援課 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 教育研究支援課事務室教育研究支援課総務担当 廃棄
教育研究支援課 職員の勤務状況関係 休暇 平成28年度休日の振替・代休指定変更簿 教育研究支援課 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 教育研究支援課事務室教育研究支援課総務担当 廃棄
教育研究支援課 職員の勤務状況関係 休暇 平成29年休暇簿 教育研究支援課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 教育研究支援課事務室教育研究支援課総務担当 廃棄
教育研究支援課 職員の勤務状況関係 休暇 平成29年度休日の振替・代休指定変更簿 教育研究支援課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 教育研究支援課事務室教育研究支援課総務担当 廃棄
教育研究支援課 調査・統計 文部科学省調査 平成29年度学術情報基盤実態調査 教育研究支援課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 教育研究支援課事務室教育研究支援課総務担当 廃棄
教育研究支援課 ユネスコ関係 パートナーシップ事業 平成２４年度ユネスコパートナーシップ関係 総務企画課 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 教育研究支援課事務室教育研究支援課総務担当 廃棄
教育研究支援課 ユネスコ関係 パートナーシップ事業 平成２５年度ユネスコパートナーシップ関係 総務企画課 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 教育研究支援課事務室教育研究支援課総務担当 廃棄
教育研究支援課 ユネスコ関係 パートナーシップ事業 平成２６年度ユネスコ活動費補助金関係 企画連携課 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 教育研究支援課事務室教育研究支援課総務担当 廃棄
教育研究支援課 ユネスコ関係 パートナーシップ事業 平成２６年度ユネスコパートナーシップ関係 企画連携課 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 教育研究支援課事務室教育研究支援課総務担当 廃棄
教育研究支援課 ユネスコ関係 パートナーシップ事業 平成２７年度ユネスコ活動費補助金関係 企画連携課 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 教育研究支援課事務室教育研究支援課総務担当 廃棄
教育研究支援課 ユネスコ関係 パートナーシップ事業 平成２７年度ユネスコパートナーシップ関係 企画連携課 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 教育研究支援課事務室教育研究支援課総務担当 廃棄
教育研究支援課 ユネスコ関係 パートナーシップ事業 平成２８年度ユネスコ活動費補助金関係 企画連携課 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 教育研究支援課事務室教育研究支援課総務担当 廃棄
教育研究支援課 ユネスコ関係 パートナーシップ事業 平成29年度ユネスコパートナーシップ関係 教育研究支援課 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 教育研究支援課事務室教育研究支援課総務担当 廃棄
教育研究支援課 会議等 委員会等 平成30年度教育研究支援機構運営委員会 教育研究支援課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 教育研究支援課事務室教育研究支援課総務担当 廃棄
教育研究支援課 帳簿関係 帳簿 平成30年度債務計上票綴 教育研究支援課 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 教育研究支援課事務室教育研究支援課総務担当 廃棄
教育研究支援課 帳簿関係 帳簿 平成30年度経費精算書綴（旅費・諸謝金） 教育研究支援課 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 教育研究支援課事務室教育研究支援課総務担当 廃棄
教育研究支援課 旅費 命令簿等 平成30年度　旅行命令簿　復命書 教育研究支援課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 教育研究支援課事務室教育研究支援課総務担当 廃棄
教育研究支援課 会議等 委員会等 平成30年度紀要委員会関係 教育研究支援課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 教育研究支援課事務室教育研究支援課副課長 廃棄
教育研究支援課 会議等 委員会等 平成30年度次世代教員養成センター関係会議 教育研究支援課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 教育研究支援課事務室教育研究支援課総務担当 廃棄
教育研究支援課 職員の勤務状況関係 超過勤務命令簿 平成30年度超過勤務等命令簿 教育研究支援課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 教育研究支援課事務室教育研究支援課総務担当 廃棄
教育研究支援課 職員の勤務状況関係 休暇 平成30年休暇簿 教育研究支援課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 教育研究支援課事務室教育研究支援課総務担当 廃棄
教育研究支援課 職員の勤務状況関係 休暇 平成30年度振替・代休指定変更簿 教育研究支援課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 教育研究支援課事務室教育研究支援課総務担当 廃棄
教育研究支援課 調査・統計 各種調査 平成30年度調査関係 教育研究支援課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 教育研究支援課事務室教育研究支援課総務担当 廃棄
教育研究支援課 ユネスコ関係 パートナーシップ事業 平成30年度ユネスコパートナーシップ関係 教育研究支援課 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 教育研究支援課事務室教育研究支援課総務担当 廃棄
教育研究支援課 ユネスコ関係 パートナーシップ事業 平成30年度ユネスコ活動費補助金関係 教育研究支援課 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 教育研究支援課事務室教育研究支援課総務担当 廃棄
教育研究支援課 会議等 委員会等 平成30年度京阪奈三教育大学連携推進協議会 教育研究支援課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 教育研究支援課事務室教育研究支援課総務担当 廃棄
教育研究支援課 会議等 委員会等 令和元年度教育研究支援機構運営委員会 教育研究支援課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 教育研究支援課事務室教育研究支援課総務担当 廃棄
教育研究支援課 旅費 命令簿等 令和元年度　旅行命令簿　復命書 教育研究支援課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 教育研究支援課事務室教育研究支援課総務担当 廃棄
教育研究支援課 会議等 委員会等 令和元年度紀要委員会関係 教育研究支援課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 教育研究支援課事務室教育研究支援課副課長 廃棄
教育研究支援課 会議等 委員会等 令和元年度次世代教員養成センター関係会議 教育研究支援課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 教育研究支援課事務室教育研究支援課総務担当 廃棄
教育研究支援課 職員の勤務状況関係 超過勤務命令簿 令和元年度超過勤務等命令簿 教育研究支援課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 教育研究支援課事務室教育研究支援課総務担当 廃棄
教育研究支援課 職員の勤務状況関係 休暇 令和元年休暇簿 教育研究支援課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 教育研究支援課事務室教育研究支援課総務担当 廃棄
教育研究支援課 職員の勤務状況関係 休暇 令和元年度振替・代休指定変更簿 教育研究支援課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 教育研究支援課事務室教育研究支援課総務担当 廃棄
教育研究支援課 調査・統計 各種調査 令和元年度調査関係 教育研究支援課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 教育研究支援課事務室教育研究支援課総務担当 廃棄
教育研究支援課 ユネスコ関係 パートナーシップ事業 令和元年度ユネスコパートナーシップ関係 教育研究支援課 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 教育研究支援課事務室教育研究支援課総務担当 廃棄
教育研究支援課 会議等 委員会等 令和元年度京阪奈三教育大学連携推進協議会 教育研究支援課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 教育研究支援課事務室教育研究支援課総務担当 廃棄
教育研究支援課 会議等 委員会等 令和2年度人を対象とする研究倫理審査委員会 教育研究支援課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 教育研究支援課事務室教育研究支援課学術・研究担当 廃棄
教育研究支援課 会議等 委員会等 令和2年度学術研究推進委員会 教育研究支援課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 教育研究支援課事務室教育研究支援課学術・研究担当 廃棄

教育研究支援課 その他 その他
令和2年度「研究活動における不正行為への対応等」、「公的研究費の管理・監査のガ
イドライン」

教育研究支援課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 教育研究支援課事務室教育研究支援課学術・研究担当 廃棄
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満了時期

媒体の
種別

保存場所 管理担当課・係
保存期間満
了時の措置

結果
教育研究支援課 その他 その他 令和2年度調査・回答 教育研究支援課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 教育研究支援課事務室教育研究支援課学術・研究担当 廃棄
教育研究支援課 外部資金関係 寄付金 令和2年度寄付金 教育研究支援課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 教育研究支援課事務室教育研究支援課学術・研究担当 廃棄
教育研究支援課 会議等 委員会等 令和2年度研究不正防止推進委員会 教育研究支援課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 教育研究支援課事務室教育研究支援課学術・研究担当 廃棄
教育研究支援課 その他 その他 令和2年度通知文書 教育研究支援課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 教育研究支援課事務室教育研究支援課学術・研究担当 廃棄
教育研究支援課 科学研究費補助金 科学研究費補助金 令和2年度科学研究費補助金 教育研究支援課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 教育研究支援課事務室教育研究支援課学術・研究担当 廃棄
教育研究支援課 科学研究費補助金 科学研究費補助金 令和2年度科学研究費補助金旅行命令簿 教育研究支援課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 教育研究支援課事務室教育研究支援課学術・研究担当 廃棄
教育研究支援課 科学研究費補助金 科学研究費補助金 令和2年度科学研究費助成事業研究計画調書閲覧承諾書・閲覧申込書 教育研究支援課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 教育研究支援課事務室教育研究支援課学術・研究担当 廃棄
教育研究支援課 会議等 委員会等 令和2年度遺伝子解析研究倫理委員会 教育研究支援課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 教育研究支援課事務室教育研究支援課学術・研究担当 廃棄
教育研究支援課 外部資金関係 共同研究 令和2年度共同研究 教育研究支援課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 教育研究支援課事務室教育研究支援課学術・研究担当 廃棄
教育研究支援課 研究助成 学術奨励 令和2年度研究助成等公募 教育研究支援課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 教育研究支援課事務室教育研究支援課学術・研究担当 廃棄
教育研究支援課 外部資金関係 受託研究 令和2年度受託研究 教育研究支援課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 教育研究支援課事務室教育研究支援課学術・研究担当 廃棄
教育研究支援課 その他 その他 令和2年度外国人研究者受入関係書類等 教育研究支援課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 教育研究支援課事務室教育研究支援課学術・研究担当 廃棄
教育研究支援課 会議等 委員会等 令和2年度出版会運営委員会/ブックレット 教育研究支援課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 教育研究支援課事務室教育研究支援課学術・研究担当 廃棄
教育研究支援課 その他 その他 令和2年度大学共同利用機関関係書類等 教育研究支援課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 教育研究支援課事務室教育研究支援課学術・研究担当 廃棄

教育研究支援課 その他 その他
令和2年度「研究力の分析に資するデータ標準化の推進に関するガイドライン」関係書
類等

教育研究支援課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 教育研究支援課事務室教育研究支援課学術・研究担当 廃棄

教育研究支援課 会議等 委員会等 令和2年度西日本教員養成大学研究支援実務担当者連絡会議 教育研究支援課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 教育研究支援課事務室教育研究支援課学術・研究担当 廃棄
教育研究支援課 その他 その他 令和2年度研究支援関係綴り 教育研究支援課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 教育研究支援課事務室教育研究支援課学術・研究担当 廃棄
教育研究支援課 その他 その他 令和2年度日本学術振興会特別研究員 教育研究支援課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 教育研究支援課事務室教育研究支援課学術・研究担当 廃棄
教育研究支援課 図書館サービス 図書館利用 貴重図書利用関係書類令和2年度 教育研究支援課 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 教育研究支援課事務室教育研究支援課情報サービス担当廃棄
教育研究支援課 図書館サービス 図書館利用 情報サービス担当決裁文書綴令和2年度 教育研究支援課 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 教育研究支援課事務室教育研究支援課情報サービス担当廃棄
教育研究支援課 図書館サービス 図書館利用 文献複写料・現物貸借料収納済通知書令和2年度 教育研究支援課 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 教育研究支援課事務室教育研究支援課情報サービス担当廃棄
教育研究支援課 図書館サービス 図書館利用 時間外開館日報・館内利用者数記録表令和2年度 教育研究支援課 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 教育研究支援課事務室教育研究支援課情報サービス担当廃棄
教育研究支援課 図書館サービス 図書館利用 えほんのひろば・ラーニング・コモンズ利用台帳令和2年度 教育研究支援課 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 教育研究支援課事務室教育研究支援課情報サービス担当廃棄
教育研究支援課 図書館サービス 図書館利用 利用者カード発行書類令和2年度 教育研究支援課 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 教育研究支援課事務室教育研究支援課情報サービス担当廃棄
教育研究支援課 図書館サービス 図書館利用 グループ学習室利用台帳令和2年度 教育研究支援課 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 教育研究支援課事務室教育研究支援課情報サービス担当廃棄
教育研究支援課 図書館サービス 図書館利用 文献複写申込書令和2年度 教育研究支援課 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 教育研究支援課事務室教育研究支援課情報サービス担当廃棄
教育研究支援課 会議等 委員会等 令和2年度図書館運営委員会 教育研究支援課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 教育研究支援課事務室教育研究支援課目録情報担当 廃棄
教育研究支援課 その他 その他 令和2年度目録情報担当決裁文書綴 教育研究支援課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 教育研究支援課事務室教育研究支援課目録情報担当 廃棄
教育研究支援課 物品管理 資産図書 令和2年度図書除却処理 教育研究支援課 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 教育研究支援課事務室教育研究支援課目録情報担当 廃棄
教育研究支援課 物品管理 資産図書 令和2年度寄贈図書 教育研究支援課 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 教育研究支援課事務室教育研究支援課目録情報担当 廃棄
教育研究支援課 旅費 命令簿等 令和2年度　旅行命令簿　復命書 教育研究支援課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 教育研究支援課事務室教育研究支援課総務担当 廃棄
教育研究支援課 職員の勤務状況関係 休暇 令和2年休暇簿 教育研究支援課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 教育研究支援課事務室教育研究支援課総務担当 廃棄
教育研究支援課 会議等 委員会等 令和2年度教育研究支援機構運営委員会 教育研究支援課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 教育研究支援課事務室教育研究支援課総務担当 廃棄
教育研究支援課 調査・統計 各種調査 令和2年度調査関係 教育研究支援課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 教育研究支援課事務室教育研究支援課総務担当 廃棄
教育研究支援課 会議等 委員会等 令和2年度次世代教員養成センター関係会議 教育研究支援課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 教育研究支援課事務室教育研究支援課総務担当 廃棄
教育研究支援課 会議等 委員会等 令和2年度紀要委員会関係 教育研究支援課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 教育研究支援課事務室教育研究支援課副課長 廃棄
教育研究支援課 ユネスコ関係 パートナーシップ事業 令和2年度ユネスコパートナーシップ関係 教育研究支援課 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 教育研究支援課事務室教育研究支援課総務担当 廃棄
教育研究支援課 会議等 委員会等 令和2年度京阪奈三教育大学連携推進協議会 教育研究支援課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 教育研究支援課事務室教育研究支援課総務担当 廃棄
教育研究支援課 ユネスコ関係 プラットフォーム事業 令和2年度国連大学SDGプラットフォーム関係 教育研究支援課 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 教育研究支援課事務室教育研究支援課総務担当 廃棄
教育研究支援課 ユネスコ関係 プラットフォーム事業 令和2年度関西SDGsプラットフォーム関係 教育研究支援課 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 教育研究支援課事務室教育研究支援課総務担当 廃棄
教育研究支援課 その他 その他 令和2年度奈良女子大学公認心理師実習関係 教育研究支援課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 教育研究支援課事務室教育研究支援課総務担当 廃棄
教育研究支援課 情報基盤 情報基盤 令和2年度メールアドレス発行承認書 教育研究支援課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 教育研究支援課 教育研究支援課情報管理・情報教育担当廃棄
教育研究支援課 会議 委員会 令和2年度情報セキュリティ委員会 教育研究支援課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 教育研究支援課 教育研究支援課情報管理・情報教育担当廃棄
教育研究支援課 事務電算機 事務電算機 令和2年度教育研究支援課 教育研究支援課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 教育研究支援課 教育研究支援課情報管理・情報教育担当廃棄
教育研究支援課 情報基盤 情報基盤 令和2年度次世代教員養成センター関係 教育研究支援課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 教育研究支援課 教育研究支援課情報管理・情報教育担当廃棄
教育研究支援課 情報基盤 情報基盤 令和2年度国立大学法人情報系センター長会議関係 教育研究支援課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 教育研究支援課 教育研究支援課情報管理・情報教育担当廃棄
教務課 教務関係 課程認定に関する文書 平成３年度専攻科課程認定申請書 教務課 1992年4月1日 30年 2022年3月31日 紙 教務課事務室 教務課教務担当 廃棄
教務課 教務関係 課程認定に関する文書 平成５年度大学院課程認定申請書 教務課 1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 教務課事務室 教務課教務担当 廃棄
教務課 教務関係 課程認定に関する文書 平成６年度教育学部課程認定申請書 教務課 1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 教務課事務室 教務課教務担当 廃棄
教務課 教務関係 課程認定に関する文書 平成１０年度教育学部課程認定申請書 教務課 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 教務課事務室 教務課教務担当 廃棄
教務課 教務関係 課程認定に関する文書 平成１１年度専攻科課程認定申請書 教務課 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 教務課事務室 教務課教務担当 廃棄
教務課 教務関係 課程認定に関する文書 平成１２年度教育学部課程認定申請書 教務課 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 教務課事務室 教務課教務担当 廃棄
教務課 教務関係 課程認定に関する文書 平成１５年度大学院課程認定申請書 教務課 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 教務課事務室 教務課教務担当 廃棄
教務課 教務関係 課程認定に関する文書 平成１８年度教育学部課程認定申請書 教務課 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 教務課事務室 教務課教務担当 廃棄
教務課 教務関係 課程認定に関する文書 平成１８年度専攻科課程認定申請書 教務課 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 教務課事務室 教務課教務担当 廃棄
教務課 教務関係 課程認定に関する文書 平成１８年度大学院課程認定申請書 教務課 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 教務課事務室 教務課教務担当 廃棄
教務課 教務関係 課程認定に関する文書 平成２１年度教育学部課程認定申請書 教務課 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 教務課事務室 教務課教務担当 廃棄
教務課 教務関係 課程認定に関する文書 平成２３年度大学院課程認定変更届 教務課 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 教務課事務室 教務課大学院担当 廃棄
教務課 教務関係 課程認定に関する文書 平成２３年度教育学部課程認定申請書 教務課 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 教務課事務室 教務課教務担当 廃棄
教務課 教務関係 課程認定に関する文書 平成２３年度教育学部課程認定に係る変更届 教務課 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 教務課事務室 教務課教務担当 廃棄
教務課 教務関係 課程認定に関する文書 平成２４年度大学院課程認定変更届 教務課 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 教務課事務室 教務課大学院担当 廃棄
教務課 教務関係 課程認定に関する文書 平成２４年度教育学部課程認定に係る変更届 教務課 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 教務課事務室 教務課修学指導担当 廃棄
教務課 教務関係 課程認定に関する文書 平成２５年度大学院課程認定変更届 教務課 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 教務課事務室 教務課大学院担当 廃棄
教務課 教務関係 課程認定に関する文書 平成２５年度教育学部課程認定に係る変更届 教務課 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 教務課事務室 教務課修学指導担当 廃棄
教務課 教務関係 課程認定に関する文書 平成２６年度大学院課程認定変更届 教務課 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 教務課事務室 教務課大学院担当 廃棄
教務課 教務関係 課程認定に関する文書 平成２６年度教育学部課程認定に係る変更届 教務課 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 教務課事務室 教務課修学指導担当 廃棄
教務課 教務関係 課程認定に関する文書 奈良教育大学大学院課程認定申請書（研究科専攻等の課程） 教務課 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 教務課事務室 教務課大学院担当 廃棄
教務課 教務関係 課程認定に関する文書 平成２７年度大学院課程認定変更届 教務課 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 教務課事務室 教務課大学院担当 廃棄
教務課 教務関係 課程認定に関する文書 平成２７年度教育学部課程認定に係る変更届 教務課 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 教務課事務室 教務課修学指導担当 廃棄
教務課 教務関係 課程認定に関する文書 平成２８年度大学院課程認定変更届 教務課 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 教務課事務室 教務課大学院担当 廃棄
教務課 教務関係 課程認定に関する文書 平成２８年度教育学部課程認定に係る変更届 教務課 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 教務課事務室 教務課修学指導担当 廃棄
教務課 教務関係 課程認定に関する文書 平成２９年度教育学部課程認定に係る変更届 教務課 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 教務課事務室 教務課修学指導担当 廃棄
教務課 教務関係 課程認定に関する文書 平成２９年度大学院課程認定変更届 教務課 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 教務課事務室 教務課大学院担当 廃棄
教務課 教務関係 課程認定に関する文書 平成３０年度教育学部課程認定に係る変更届 教務課 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 教務課事務室 教務課修学指導担当 廃棄
教務課 教務関係 課程認定に関する文書 平成３０年度大学院課程認定変更届 教務課 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 教務課事務室 教務課大学院担当 廃棄
教務課 教務関係 授業評価アンケート 平成２７年度後期授業評価アンケート関係綴 教務課 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 教務課事務室 教務課大学院担当 廃棄
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結果
教務課 教務関係 授業評価アンケート 平成２８年度前期授業評価アンケート関係綴 教務課 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 教務課事務室 教務課大学院担当 廃棄
教務課 教務関係 授業評価アンケート 平成２８年度後期授業評価アンケート関係綴 教務課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 教務課事務室 教務課大学院担当 廃棄
教務課 教務関係 授業評価アンケート 平成２９年度前期授業評価アンケート関係綴 教務課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 教務課事務室 教務課大学院担当 廃棄
教務課 教務関係 授業評価アンケート 平成２９年度後期授業評価アンケート関係綴 教務課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 教務課事務室 教務課大学院担当 廃棄
教務課 教務関係 授業評価アンケート 平成３０年度前期授業評価アンケート関係綴 教務課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 教務課事務室 教務課大学院担当 廃棄
教務課 教務関係 補助金関係 平成２８年度日本教育大学協会研究助成関係綴 教務課 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 教務課事務室 教務課副課長 廃棄
教務課 設立・改廃 設置審査 指定保育士養成施設計画書 教務課 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 教務課事務室 教務課修学指導担当 廃棄
教務課 会議等 委員会等 平成２３度ファカルティ・デベロップメント委員会 教務課 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 教務課事務室 教務課大学院担当 廃棄
教務課 会議等 委員会等 平成２３年度教育企画・教員養成カリキュラム委員会 教務課 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 教務課事務室 教務課副課長 廃棄
教務課 会議等 委員会等 平成２３年度教育実習委員会 教務課 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 教務課事務室 教務課修学指導担当 廃棄
教務課 会議等 委員会等 平成２３年度教務委員会議事関係 教務課 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 教務課事務室 教務課教務担当 廃棄
教務課 会議等 委員会等 平成２４度ＦＤ組織設置準備委員会、教育課程開発室ＦＤ専門部会 教務課 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 教務課事務室 教務課大学院担当 廃棄
教務課 会議等 委員会等 平成２４年度教育課程開発室 教務課 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 教務課事務室 教務課副課長 廃棄
教務課 会議等 委員会等 平成２４年度教育実習委員会 教務課 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 教務課事務室 教務課修学指導担当 廃棄
教務課 会議等 委員会等 平成２４年度教務委員会綴 教務課 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 教務課事務室 教務課教務担当 廃棄
教務課 会議等 委員会等 教員養成高度化推進委員会（平成２４年６月～平成２５年９月） 教務課 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 教務課事務室 教務課大学院担当 廃棄
教務課 会議等 委員会等 平成２５度教育課程開発室ＦＤ専門部会 教務課 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 教務課事務室 教務課大学院担当 廃棄
教務課 会議等 委員会等 平成２５年度教育課程開発室 教務課 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 教務課事務室 教務課副課長 廃棄
教務課 会議等 委員会等 平成２５年度教育実習委員会 教務課 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 教務課事務室 教務課修学指導担当 廃棄
教務課 会議等 委員会等 平成２５年度教務委員会綴 教務課 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 教務課事務室 教務課教務担当 廃棄
教務課 会議等 委員会等 平成２６度教育課程開発室ＦＤ専門部会 教務課 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 教務課事務室 教務課大学院担当 廃棄
教務課 会議等 委員会等 平成２６年度教育課程開発室 教務課 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 教務課事務室 教務課副課長 廃棄
教務課 会議等 委員会等 平成２６年度教育実習委員会 教務課 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 教務課事務室 教務課修学指導担当 廃棄
教務課 会議等 委員会等 平成２６年度教務委員会綴 教務課 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 教務課事務室 教務課教務担当 廃棄
教務課 会議等 委員会等 教員養成高度化委員会（平成26年1月～平成28年3月） 教務課 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 教務課事務室 教務課大学院担当 廃棄
教務課 会議等 委員会等 平成２７年度教務委員会綴 教務課 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 教務課事務室 教務課教務担当 廃棄
教務課 会議等 委員会等 平成２７度教育課程開発室ＦＤ専門部会 教務課 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 教務課事務室 教務課大学院担当 廃棄
教務課 会議等 委員会等 平成２７年度教育課程開発室 教務課 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 教務課事務室 教務課副課長 廃棄
教務課 会議等 委員会等 平成２7年度教育実習委員会 教務課 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 教務課事務室 教務課修学指導担当 廃棄
教務課 会議等 委員会等 平成２８年度教務委員会綴 教務課 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 教務課事務室 教務課教務担当 廃棄
教務課 会議等 委員会等 平成２８年度教育課程開発室 教務課 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 教務課事務室 教務課副課長 廃棄
教務課 会議等 委員会等 平成２８年度教育実習委員会 教務課 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 教務課事務室 教務課修学指導担当 廃棄
教務課 会議等 委員会等 平成２８度教育課程開発室ＦＤ専門部会 教務課 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 教務課事務室 教務課大学院担当 廃棄
教務課 会議等 委員会等 平成２８度教職大学院会議 教務課 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 教職大学院事務室 教務課大学院担当 廃棄
教務課 会議等 委員会等 平成２９年度教育課程開発室 教務課 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 教務課事務室 教務課副課長 廃棄
教務課 会議等 委員会等 平成２９年度教育実習委員会 教務課 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 教務課事務室 教務課修学指導担当 廃棄
教務課 会議等 委員会等 平成２９度教育課程開発室ＦＤ専門部会 教務課 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 教務課事務室 教務課大学院担当 廃棄
教務課 会議等 委員会等 平成２９度教職大学院会議 教務課 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 教職大学院事務室 教務課大学院担当 廃棄
教務課 会議等 委員会等 平成３０年度教務委員会綴 教務課 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 教務課事務室 教務課教務担当 廃棄
教務課 会議等 委員会等 平成３０年度教育課程開発室 教務課 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 教務課事務室 教務課副課長 廃棄
教務課 会議等 委員会等 平成３０年度教育実習委員会 教務課 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 教務課事務室 教務課修学指導担当 廃棄
教務課 会議等 委員会等 平成３０度教育課程開発室ＦＤ専門部会 教務課 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 教務課事務室 教務課大学院担当 廃棄
教務課 会議等 委員会等 平成３０度教職大学院会議 教務課 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 教職大学院事務室 教務課大学院担当 廃棄
教務課 学生等身分関係 転科・転学 平成２８年度転籍関係書類 教務課 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 教務課事務室 教務課教務担当 廃棄
教務課 学生等身分関係 入学・卒業（修了）者名簿 卒業者・修了者名簿（台帳） 教務課 1951年4月1日 常用（無期限） 紙 教務課事務室 教務課修学指導担当 廃棄
教務課 学生等身分関係 転科・転学 平成３０年度転籍関係書類 教務課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 教務課事務室 教務課教務担当 廃棄
教務課 教務関係 ＳＡ関係 ＳＡ関係綴（平成26年度～平成29年度） 教務課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 教務課事務室 教務課大学院担当 廃棄
教務課 教務関係 ＴＡ関係 平成２８年度ＴＡ関係綴 教務課 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 教務課事務室 教務課大学院担当 廃棄
教務課 教務関係 ＴＡ関係 平成２９年度ＴＡ関係綴 教務課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 教務課事務室 教務課大学院担当 廃棄
教務課 教務関係 ＴＡ関係 平成３０年度ＴＡ関係綴 教務課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 教務課事務室 教務課大学院担当 廃棄
教務課 教務関係 オープンクラス 平成２８年度オープンクラス関係綴 教務課 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 教務課事務室 教務課教務担当 廃棄
教務課 教務関係 オープンクラス 平成３０年度オープンクラス関係綴 教務課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 教務課事務室 教務課教務担当 廃棄
教務課 教務関係 学位審査請求 平成２８年度大学院学位審査請求・学位研究報告書審査請求綴 教務課 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 教務課事務室 教務課大学院担当 廃棄
教務課 教務関係 学位審査請求 平成２９年度大学院学位審査請求・学位研究報告書審査請求綴 教務課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 教務課事務室 教務課大学院担当 廃棄
教務課 教務関係 学位審査請求 平成３０年度大学院学位審査請求・学位研究報告書審査請求綴 教務課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 教務課事務室 教務課大学院担当 廃棄
教務課 教務関係 各種調査 平成２８年度調査綴 教務課 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 教務課事務室 教務課教務担当 廃棄
教務課 教務関係 各種調査 平成３０年度調査綴 教務課 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 教務課事務室 教務課教務担当 廃棄
教務課 教務関係 勤務時間管理 平成２８年度非常勤講師勤務時間割報告綴 教務課 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 教務課事務室 教務課教務担当 廃棄
教務課 教務関係 勤務時間管理 平成３０年度非常勤講師勤務時間割報告綴 教務課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 教務課事務室 教務課教務担当 廃棄
教務課 教務関係 シラバス 平成２８年度シラバス 教務課 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 教務課事務室 教務課教務担当 廃棄
教務課 教務関係 シラバス 平成３０年度シラバス 教務課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 教務課事務室 教務課教務担当 廃棄
教務課 教務関係 その他 平成２８年度教務関係綴 教務課 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 教務課事務室 教務課教務担当 廃棄
教務課 教務関係 その他 平成２８年度授業料債権綴 教務課 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 教務課事務室 教務課教務担当 廃棄
教務課 教務関係 その他 平成２８年度学外授業届綴 教務課 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 教務課事務室 教務課教務担当 廃棄
教務課 教務関係 その他 平成２８年度登録関係綴 教務課 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 教務課事務室 教務課教務担当 廃棄
教務課 教務関係 その他 平成３０年度教務関係綴 教務課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 教務課事務室 教務課教務担当 廃棄
教務課 教務関係 フレンドシップ事業 フレンドシップ事業関係綴（平成28・29年度） 教務課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 教務課事務室 教務課大学院担当 廃棄
教務課 教務関係 保育士関係 平成２３年度保育士関係綴 教務課 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 教務課事務室 教務課修学指導担当 廃棄
教務課 教務関係 保育士関係 平成２４年度保育士関係綴 教務課 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 教務課事務室 教務課修学指導担当 廃棄
教務課 教務関係 保育士関係 平成２５年度保育士関係綴 教務課 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 教務課事務室 教務課修学指導担当 廃棄
教務課 教務関係 保育士関係 平成２６年度保育士関係綴 教務課 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 教務課事務室 教務課修学指導担当 廃棄
教務課 教務関係 保育士関係 平成２７年度保育士関係綴 教務課 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 教務課事務室 教務課修学指導担当 廃棄
教務課 教務関係 保育士関係 平成２８年度保育士関係綴 教務課 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 教務課事務室 教務課修学指導担当 廃棄
教務課 教務関係 保育士関係 平成２９年度保育士関係綴 教務課 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 教務課事務室 教務課修学指導担当 廃棄
教務課 教務関係 保育士関係 平成３０年度保育士関係綴 教務課 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 教務課事務室 教務課修学指導担当 廃棄
教務課 教務関係 科目等履修生 科目等履修生単位修得原簿 教務課 1951年4月1日 常用（無期限） 紙 教務課事務室 教務課修学指導担当 廃棄
教務課 教務関係 介護体験等 平成２８年度介護等体験綴 教務課 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 教務課事務室 教務課修学指導担当 廃棄
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教務課 教務関係 介護体験等 平成２９年度介護等体験綴 教務課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 教務課事務室 教務課修学指導担当 廃棄
教務課 教務関係 介護体験等 平成３０年度介護等体験綴 教務課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 教務課事務室 教務課修学指導担当 廃棄
教務課 教務関係 学籍簿等 学籍簿 教務課 1951年4月1日 常用（無期限） 紙 入試課金庫 教務課修学指導担当 廃棄
教務課 教務関係 学籍簿等 平成２３年度成績報告書 教務課 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 教務課事務室 教務課修学指導担当 廃棄
教務課 教務関係 学籍簿等 平成２３年度学生戸籍記載事項証明書綴 教務課 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 教務課事務室 教務課教務担当 廃棄
教務課 教務関係 学籍簿等 平成２３年度学生台帳 教務課 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 教務課事務室 教務課教務担当 廃棄
教務課 教務関係 学籍簿等 平成２３年度退休復留学関係綴 教務課 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 教務課事務室 教務課教務担当 廃棄
教務課 教務関係 学籍簿等 平成２４年度成績報告書 教務課 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 教務課事務室 教務課修学指導担当 廃棄
教務課 教務関係 学籍簿等 平成２４年度学生住民票記載事項証明書綴 教務課 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 教務課事務室 教務課教務担当 廃棄
教務課 教務関係 学籍簿等 平成２４年度学生台帳 教務課 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 教務課事務室 教務課教務担当 廃棄
教務課 教務関係 学籍簿等 平成２４年度退休復留学関係綴 教務課 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 教務課事務室 教務課教務担当 廃棄
教務課 教務関係 学籍簿等 平成２５年度成績報告書 教務課 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 教務課事務室 教務課修学指導担当 廃棄
教務課 教務関係 学籍簿等 平成２５年度学生住民票記載事項証明書綴 教務課 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 教務課事務室 教務課教務担当 廃棄
教務課 教務関係 学籍簿等 平成２５年度学生台帳 教務課 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 教務課事務室 教務課教務担当 廃棄
教務課 教務関係 学籍簿等 平成２５年度退休復留学関係綴 教務課 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 教務課事務室 教務課教務担当 廃棄
教務課 教務関係 学籍簿等 平成２６年度成績報告書 教務課 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 教務課事務室 教務課修学指導担当 廃棄
教務課 教務関係 学籍簿等 平成２６年度学生住民票記載事項証明書綴 教務課 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 教務課事務室 教務課教務担当 廃棄
教務課 教務関係 学籍簿等 平成２６年度学生台帳 教務課 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 教務課事務室 教務課教務担当 廃棄
教務課 教務関係 学籍簿等 平成２６年度退休復留学関係綴 教務課 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 教務課事務室 教務課教務担当 廃棄
教務課 教務関係 学籍簿等 平成２７年度成績報告書 教務課 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 教務課事務室 教務課修学指導担当 廃棄
教務課 教務関係 学籍簿等 平成２７年度学生住民票記載事項証明書綴 教務課 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 教務課事務室 教務課教務担当 廃棄
教務課 教務関係 学籍簿等 平成２７年度学生台帳 教務課 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 教務課事務室 教務課教務担当 廃棄
教務課 教務関係 学籍簿等 平成２７年度退休復留学関係綴 教務課 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 教務課事務室 教務課教務担当 廃棄
教務課 教務関係 学籍簿等 平成２８年度学生住民票記載事項証明書綴 教務課 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 教務課事務室 教務課教務担当 廃棄
教務課 教務関係 学籍簿等 平成２８年度学生台帳 教務課 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 教務課事務室 教務課教務担当 廃棄
教務課 教務関係 学籍簿等 平成２８年度退休復学関係綴 教務課 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 教務課事務室 教務課教務担当 廃棄
教務課 教務関係 学籍簿等 平成２８年度個人情報に関する同意書綴 教務課 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 教務課事務室 教務課教務担当 廃棄
教務課 教務関係 学籍簿等 平成２８年度入学後の住所等記入用紙綴 教務課 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 教務課事務室 教務課教務担当 廃棄
教務課 教務関係 学籍簿等 平成２８年度成績報告書 教務課 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 教務課事務室 教務課修学指導担当 廃棄
教務課 教務関係 学籍簿等 平成２９年度学生住民票記載事項証明書綴 教務課 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 教務課事務室 教務課教務担当 廃棄
教務課 教務関係 学籍簿等 平成２９年度学生台帳 教務課 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 教務課事務室 教務課教務担当 廃棄
教務課 教務関係 学籍簿等 平成２９年度退休復学関係綴 教務課 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 教務課事務室 教務課教務担当 廃棄
教務課 教務関係 学籍簿等 平成２９年度個人情報に関する同意書綴 教務課 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 教務課事務室 教務課教務担当 廃棄
教務課 教務関係 学籍簿等 平成２９年度入学後の住所等記入用紙綴 教務課 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 教務課事務室 教務課教務担当 廃棄
教務課 教務関係 学籍簿等 平成２９年度成績報告書 教務課 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 教務課事務室 教務課修学指導担当 廃棄
教務課 教務関係 学籍簿等 平成３０年度学生住民票記載事項証明書綴 教務課 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 教務課事務室 教務課教務担当 廃棄
教務課 教務関係 学籍簿等 平成３０年度学生住所変更届 教務課 2019年4月1日 3年 2022年3月31日 紙 教務課事務室 教務課教務担当 廃棄
教務課 教務関係 学籍簿等 平成３０年度学生台帳 教務課 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 教務課事務室 教務課教務担当 廃棄
教務課 教務関係 学籍簿等 平成３０年度退休復学関係綴 教務課 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 教務課事務室 教務課教務担当 廃棄
教務課 教務関係 学籍簿等 平成３０年度履修年次制限に係る特例措置承認申請書 教務課 2019年4月1日 3年 2022年3月31日 紙 教務課事務室 教務課教務担当 廃棄
教務課 教務関係 学籍簿等 平成３０年度個人情報に関する同意書綴 教務課 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 教務課事務室 教務課教務担当 廃棄
教務課 教務関係 学籍簿等 平成３０年度入学後の住所等記入用紙綴 教務課 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 教務課事務室 教務課教務担当 廃棄
教務課 教務関係 学籍簿等 平成３０年度成績報告書 教務課 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 教務課事務室 教務課修学指導担当 廃棄
教務課 教務関係 休講・補講 平成３０年度休講届・補講届 教務課 2019年4月1日 3年 2022年3月31日 紙 教務課事務室 教務課教務担当 廃棄
教務課 教務関係 教育実習 平成２８年度教育実習関係綴 教務課 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 教務課事務室 教務課修学指導担当 廃棄
教務課 教務関係 教育実習 平成２９年度教育実習関係綴 教務課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 教務課事務室 教務課修学指導担当 廃棄
教務課 教務関係 教育実習 平成３０年度教育実習関係綴 教務課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 教務課事務室 教務課修学指導担当 廃棄
教務課 教務関係 研究生 研究生関係綴 教務課 1951年4月1日 常用（無期限） 紙 教務課事務室 教務課修学指導担当 廃棄
教務課 教務関係 現職教員等 平成２８年度現職教員履修方法の特例許可 教務課 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 教務課事務室 教務課大学院担当 廃棄
教務課 教務関係 現職教員等 平成２９年度現職教員履修方法の特例許可 教務課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 教務課事務室 教務課大学院担当 廃棄
教務課 教務関係 現職教員等 平成３０年度現職教員履修方法の特例許可 教務課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 教務課事務室 教務課大学院担当 廃棄
教務課 教務関係 指導教員関係 平成２８年度指導教員関係綴 教務課 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 教務課事務室 教務課大学院担当 廃棄
教務課 教務関係 指導教員関係 平成２９年度指導教員関係綴 教務課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 教務課事務室 教務課大学院担当 廃棄
教務課 教務関係 指導教員関係 平成３０年度指導教員関係綴 教務課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 教務課事務室 教務課大学院担当 廃棄
教務課 教務関係 授業科目 学生便覧 教務課 1951年4月1日 常用（無期限） 紙 教務課倉庫 教務課教務担当 廃棄
教務課 教務関係 授業科目 講義題目綴 教務課 1951年4月1日 常用（無期限） 紙 教務課倉庫 教務課教務担当 廃棄
教務課 教務関係 授業科目 時間割 教務課 1951年4月1日 常用（無期限） 紙 教務課倉庫 教務課教務担当 廃棄
教務課 教務関係 定期試験 平成２８年度定期試験綴 教務課 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 教務課事務室 教務課教務担当 廃棄
教務課 教務関係 定期試験 平成２８年度非常勤講師定期試験問題綴 教務課 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 教務課事務室 教務課教務担当 廃棄
教務課 教務関係 定期試験 平成２９年度定期試験綴 教務課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 教務課事務室 教務課教務担当 廃棄
教務課 教務関係 定期試験 平成２９年度非常勤講師定期試験問題綴 教務課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 教務課事務室 教務課教務担当 廃棄
教務課 教務関係 定期試験 平成３０年度定期試験綴 教務課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 教務課事務室 教務課教務担当 廃棄
教務課 教務関係 定期試験 平成３０年度非常勤講師定期試験問題綴 教務課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 教務課事務室 教務課教務担当 廃棄
教務課 教務関係 特別聴講学生 平成２３年度単位互換関係綴 教務課 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 教務課事務室 教務課教務担当 廃棄
教務課 教務関係 特別聴講学生 平成２４年度単位互換関係綴 教務課 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 教務課事務室 教務課教務担当 廃棄
教務課 教務関係 特別聴講学生 平成２５年度単位互換関係綴 教務課 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 教務課事務室 教務課教務担当 廃棄
教務課 教務関係 特別聴講学生 平成２６年度単位互換関係綴 教務課 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 教務課事務室 教務課教務担当 廃棄
教務課 教務関係 特別聴講学生 平成２７年度単位互換関係綴 教務課 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 教務課事務室 教務課教務担当 廃棄
教務課 教務関係 特別聴講学生 平成２８年度単位互換関係綴 教務課 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 教務課事務室 教務課教務担当 廃棄
教務課 教務関係 特別聴講学生 平成２８年度特別聴講学生関係綴 教務課 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 教務課事務室 教務課大学院担当 廃棄
教務課 教務関係 特別聴講学生 平成２９年度単位互換関係綴 教務課 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 教務課事務室 教務課教務担当 廃棄
教務課 教務関係 特別聴講学生 平成２９年度特別聴講学生関係綴 教務課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 教務課事務室 教務課大学院担当 廃棄
教務課 教務関係 特別聴講学生 平成３０年度単位互換関係綴 教務課 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 教務課事務室 教務課教務担当 廃棄
教務課 教務関係 特別聴講学生 平成３０年度特別聴講学生関係綴 教務課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 教務課事務室 教務課大学院担当 廃棄
教務課 教務関係 非常勤講師関係 平成２８年度非常勤講師綴 教務課 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 教務課事務室 教務課教務担当 廃棄
教務課 教務関係 非常勤講師関係 平成２９年度非常勤講師綴 教務課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 教務課事務室 教務課教務担当 廃棄
教務課 教務関係 非常勤講師関係 平成３０年度非常勤講師綴 教務課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 教務課事務室 教務課教務担当 廃棄
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法人文書ファイル管理簿
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（大分類）
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保存
期間

保存期間
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保存場所 管理担当課・係
保存期間満
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結果
教務課 旅費 命令簿等 平成２８年度旅行命令簿 教務課 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 教務課事務室 教務課教務担当 廃棄
教務課 旅費 命令簿等 平成２９年度旅行命令簿 教務課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 教務課事務室 教務課教務担当 廃棄
教務課 旅費 命令簿等 平成２８年度復命書 教務課 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 教務課事務室 教務課教務担当 廃棄
教務課 旅費 命令簿等 平成２９年度復命書 教務課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 教務課事務室 教務課教務担当 廃棄
教務課 会議等 委員会等 平成２９年度教務委員会綴 教務課 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 教務課事務室 教務課教務担当 廃棄
教務課 学生等身分関係 転科・転学 平成２９年度転籍関係書類 教務課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 教務課事務室 教務課教務担当 廃棄
教務課 教務関係 オープンクラス 平成２９年度オープンクラス関係綴 教務課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 教務課事務室 教務課教務担当 廃棄
教務課 教務関係 各種調査 平成２３年度調査綴 教務課 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 教務課事務室 教務課教務担当 廃棄
教務課 教務関係 各種調査 平成２４年度調査綴 教務課 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 教務課事務室 教務課教務担当 廃棄
教務課 教務関係 各種調査 平成２５年度調査綴 教務課 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 教務課事務室 教務課教務担当 廃棄
教務課 教務関係 各種調査 平成２６年度調査綴 教務課 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 教務課事務室 教務課教務担当 廃棄
教務課 教務関係 各種調査 平成２７年度調査綴 教務課 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 教務課事務室 教務課教務担当 廃棄
教務課 教務関係 各種調査 平成２９年度調査綴 教務課 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 教務課事務室 教務課教務担当 廃棄
教務課 教務関係 勤務時間管理 平成２９年度非常勤講師勤務時間割報告綴 教務課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 教務課事務室 教務課教務担当 廃棄
教務課 教務関係 シラバス 平成２９年度シラバス 教務課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 教務課事務室 教務課教務担当 廃棄
教務課 教務関係 その他 平成２９年度教務関係綴 教務課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 教務課事務室 教務課教務担当 廃棄
教務課 教務関係 その他 平成２９年度授業料債権綴 教務課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 教務課事務室 教務課教務担当 廃棄
教務課 教務関係 その他 平成３０年度授業料債権綴 教務課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 教務課事務室 教務課教務担当 廃棄
教務課 教務関係 その他 平成２９年度学外授業届綴 教務課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 教務課事務室 教務課教務担当 廃棄
教務課 教務関係 その他 平成３０年度学外授業届綴 教務課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 教務課事務室 教務課教務担当 廃棄
教務課 教務関係 その他 平成２９年度登録関係綴 教務課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 教務課事務室 教務課教務担当 廃棄
教務課 教務関係 その他 平成３０年度登録関係綴 教務課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 教務課事務室 教務課教務担当 廃棄
教務課 会議等 委員会等 令和元年度教務委員会綴 教務課 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 教務課事務室 教務課教務担当 廃棄
教務課 学生等身分関係 転科・転学 令和元年度転籍関係書類 教務課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 教務課事務室 教務課教務担当 廃棄
教務課 教務関係 オープンクラス 令和元年度オープンクラス関係綴 教務課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 教務課事務室 教務課教務担当 廃棄
教務課 教務関係 各種調査 令和元年度調査綴 教務課 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 教務課事務室 教務課教務担当 廃棄
教務課 教務関係 勤務時間管理 令和元年度非常勤講師勤務時間割報告綴 教務課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 教務課事務室 教務課教務担当 廃棄
教務課 教務関係 シラバス 令和元年度シラバス 教務課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 教務課事務室 教務課教務担当 廃棄
教務課 教務関係 その他 令和元年度教務関係綴 教務課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 教務課事務室 教務課教務担当 廃棄
教務課 教務関係 学籍簿等 令和元年度学生住民票記載事項証明書綴 教務課 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 教務課事務室 教務課教務担当 廃棄
教務課 教務関係 学籍簿等 令和元年度学生住所変更届 教務課 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 教務課事務室 教務課教務担当 廃棄
教務課 教務関係 学籍簿等 令和元年度学生台帳 教務課 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 教務課事務室 教務課教務担当 廃棄
教務課 教務関係 学籍簿等 令和元年度退休復学関係綴 教務課 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 教務課事務室 教務課教務担当 廃棄
教務課 教務関係 学籍簿等 令和元年度履修年次制限に係る特例措置承認申請書 教務課 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 教務課事務室 教務課教務担当 廃棄
教務課 教務関係 学籍簿等 令和元年度個人情報に関する同意書綴 教務課 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 教務課事務室 教務課教務担当 廃棄
教務課 教務関係 学籍簿等 令和元年度入学後の住所等記入用紙綴 教務課 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 教務課事務室 教務課教務担当 廃棄
教務課 教務関係 休講・補講 令和元年度休講届・補講届 教務課 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 教務課事務室 教務課教務担当 廃棄
教務課 教務関係 定期試験 令和元年度定期試験綴 教務課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 教務課事務室 教務課教務担当 廃棄
教務課 教務関係 定期試験 令和元年度非常勤講師定期試験問題綴 教務課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 教務課事務室 教務課教務担当 廃棄
教務課 教務関係 特別聴講学生 令和元年度単位互換関係綴 教務課 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 教務課事務室 教務課教務担当 廃棄
教務課 教務関係 非常勤講師関係 令和元年度非常勤講師綴 教務課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 教務課事務室 教務課教務担当 廃棄
教務課 教務関係 その他 令和元年度授業料債権綴 教務課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 教務課事務室 教務課教務担当 廃棄
教務課 教務関係 その他 令和元年度学外授業届綴 教務課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 教務課事務室 教務課教務担当 廃棄
教務課 教務関係 その他 令和元年度登録関係綴 教務課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 教務課事務室 教務課教務担当 廃棄
教務課 会議等 委員会等 令和元年度教育課程開発室 教務課 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 教務課事務室 教務課副課長 廃棄
教務課 教務関係 課程認定に関する文書 令和元年度教育学部課程認定に係る変更届 教務課 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 教務課事務室 教務課修学指導担当 廃棄
教務課 会議等 委員会等 令和元年度教育実習委員会 教務課 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 教務課事務室 教務課修学指導担当 廃棄
教務課 教務関係 保育士関係 令和元年度保育士関係綴 教務課 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 教務課事務室 教務課修学指導担当 廃棄
教務課 教務関係 介護体験等 令和元年度介護等体験綴 教務課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 教務課事務室 教務課修学指導担当 廃棄
教務課 教務関係 学籍簿等 令和元年度成績報告書 教務課 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 教務課事務室 教務課修学指導担当 廃棄
教務課 教務関係 教育実習 令和元年度教育実習関係綴 教務課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 教務課事務室 教務課修学指導担当 廃棄
教務課 教務関係 課程認定に関する文書 令和元年度大学院課程認定変更届 教務課 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 教務課事務室 教務課大学院担当 廃棄
教務課 教務関係 授業評価アンケート 令和元年度授業評価アンケート 教務課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 教務課事務室 教務課大学院担当 廃棄
教務課 会議等 委員会等 令和元年度教育課程開発室ＦＤ専門部会関係綴 教務課 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 教務課事務室 教務課大学院担当 廃棄
教務課 会議等 委員会等 令和元年度教職大学院会議 教務課 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 教職大学院事務室 教務課大学院担当 廃棄
教務課 教務関係 ＴＡ関係 令和元年度ＴＡ関係綴 教務課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 教務課事務室 教務課大学院担当 廃棄
教務課 教務関係 ＴＡ関係 令和元年度ＴＡ勤務時間関係綴 教務課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 教務課事務室 教務課大学院担当 廃棄
教務課 教務関係 学位審査請求 令和元年度大学院学位論文審査請求・学位研究報告書審査請求綴 教務課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 教務課事務室 教務課大学院担当 廃棄
教務課 教務関係 現職教員等 令和元年度大学院指導教員・現職教員の特例許可 教務課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 教務課事務室 教務課大学院担当 廃棄
教務課 教務関係 特別聴講学生 令和元年度特別聴講学生関係綴 教務課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 教務課事務室 教務課大学院担当 廃棄
教務課 外部資金 受託事業 令和元年度受託事業「平成三十一年度教員の資質向上のための研修プログラム開発支援事業」教務課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 教務課事務室 教務課大学院担当 廃棄
教務課 教務関係 その他 令和元年度教職大学院関係綴 教務課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 教務課事務室 教務課大学院担当 廃棄
教務課 教務関係 その他 教職大学院小学校教員免許取得プログラム綴（平成26年度～平成30年度） 教務課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 教務課事務室 教務課大学院担当 廃棄
教務課 会議等 委員会等 令和２年度教務委員会綴 教務課 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 教務課事務室 教務課教務担当 廃棄
教務課 学生等身分関係 転科・転学 令和２年度転籍関係書類 教務課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 教務課事務室 教務課教務担当 廃棄
教務課 教務関係 オープンクラス 令和２年度オープンクラス関係綴 教務課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 教務課事務室 教務課教務担当 廃棄
教務課 教務関係 各種調査 令和２年度調査綴 教務課 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 教務課事務室 教務課教務担当 廃棄
教務課 教務関係 勤務時間管理 令和２年度非常勤講師勤務時間割報告綴 教務課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 教務課事務室 教務課教務担当 廃棄
教務課 教務関係 シラバス 令和２年度シラバス 教務課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 教務課事務室 教務課教務担当 廃棄
教務課 教務関係 その他 令和２年度教務関係綴 教務課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 教務課事務室 教務課教務担当 廃棄
教務課 教務関係 学籍簿等 令和２年度学生住民票記載事項証明書綴 教務課 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 教務課事務室 教務課教務担当 廃棄
教務課 教務関係 学籍簿等 令和２年度学生住所変更届 教務課 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 教務課事務室 教務課教務担当 廃棄
教務課 教務関係 学籍簿等 令和２年度学生台帳 教務課 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 教務課事務室 教務課教務担当 廃棄
教務課 教務関係 学籍簿等 令和２年度退休復学関係綴 教務課 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 教務課事務室 教務課教務担当 廃棄
教務課 教務関係 学籍簿等 令和２年度履修年次制限に係る特例措置承認申請書 教務課 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 教務課事務室 教務課教務担当 廃棄
教務課 教務関係 学籍簿等 令和２年度個人情報に関する同意書綴 教務課 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 教務課事務室 教務課教務担当 廃棄
教務課 教務関係 学籍簿等 令和２年度入学後の住所等記入用紙綴 教務課 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 教務課事務室 教務課教務担当 廃棄
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結果
教務課 教務関係 休講・補講 令和２年度休講届・補講届 教務課 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 教務課事務室 教務課教務担当 廃棄
教務課 教務関係 定期試験 令和２年度定期試験綴 教務課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 教務課事務室 教務課教務担当 廃棄
教務課 教務関係 定期試験 令和２年度非常勤講師定期試験問題綴 教務課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 教務課事務室 教務課教務担当 廃棄
教務課 教務関係 特別聴講学生 令和２年度単位互換関係綴 教務課 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 教務課事務室 教務課教務担当 廃棄
教務課 教務関係 非常勤講師関係 令和２年度非常勤講師綴 教務課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 教務課事務室 教務課教務担当 廃棄
教務課 教務関係 その他 令和２年度授業料債権綴 教務課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 教務課事務室 教務課教務担当 廃棄
教務課 教務関係 その他 令和２年度学外授業届綴 教務課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 教務課事務室 教務課教務担当 廃棄
教務課 教務関係 その他 令和２年度登録関係綴 教務課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 教務課事務室 教務課教務担当 廃棄
教務課 会議等 委員会等 令和２年度教育課程開発室 教務課 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 教務課事務室 教務課副課長 廃棄
教務課 教務関係 課程認定に関する文書 令和２年度教育学部課程認定に係る変更届 教務課 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 教務課事務室 教務課修学指導担当 廃棄
教務課 会議等 委員会等 令和２年度教育実習委員会 教務課 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 教務課事務室 教務課修学指導担当 廃棄
教務課 教務関係 保育士関係 令和２年度保育士関係綴 教務課 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 教務課事務室 教務課修学指導担当 廃棄
教務課 教務関係 介護体験等 令和２年度介護等体験綴 教務課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 教務課事務室 教務課修学指導担当 廃棄
教務課 教務関係 学籍簿等 令和２年度成績報告書 教務課 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 教務課事務室 教務課修学指導担当 廃棄
教務課 教務関係 教育実習 令和２年度教育実習関係綴 教務課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 教務課事務室 教務課修学指導担当 廃棄
教務課 教務関係 課程認定に関する文書 令和２年度大学院課程認定変更届 教務課 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 教務課事務室 教務課大学院担当 廃棄
教務課 会議等 委員会等 令和２年度教育課程開発室ＦＤ専門部会関係綴 教務課 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 教務課事務室 教務課大学院担当 廃棄
教務課 会議等 委員会等 令和２年度教職大学院会議 教務課 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 教職大学院事務室 教務課大学院担当 廃棄
教務課 教務関係 ＴＡ関係 令和２年度ＴＡ関係綴 教務課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 教務課事務室 教務課大学院担当 廃棄
教務課 教務関係 ＴＡ関係 令和２年度ＴＡ勤務時間関係綴 教務課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 教務課事務室 教務課大学院担当 廃棄
教務課 教務関係 学位審査請求 令和２年度大学院学位論文審査請求・学位研究報告書審査請求綴 教務課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 教務課事務室 教務課大学院担当 廃棄
教務課 教務関係 現職教員等 令和２年度大学院指導教員・現職教員の特例許可 教務課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 教務課事務室 教務課大学院担当 廃棄
教務課 教務関係 特別聴講学生 令和２年度特別聴講学生関係綴 教務課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 教務課事務室 教務課大学院担当 廃棄
教務課 教務関係 その他 令和２年度教職大学院関係綴 教務課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 教務課事務室 教務課大学院担当 廃棄
教務課 教務関係 課程認定に関する文書 奈良教育大学大学院課程認定申請書（研究科専攻等の課程） 教務課 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 教務課事務室 教務課大学院担当 廃棄
教務課 教務関係 ＳＡ関係 ＳＡ関係綴（平成30年度～令和2年度） 教務課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 教務課事務室 教務課大学院担当 廃棄

財務課 規程関係 制定、改廃 会計諸規程 会計課 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 財務課倉庫
財務課副課長
財務課経理担当

廃棄

財務課 規程関係 制定、改廃 国立学校法人設立及び会計処理等に関する資料 会計課 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 財務課倉庫
財務課副課長
財務課契約担当

廃棄

財務課 規程関係 制定、改廃 令和2年度規則改正（財務関係）綴 会計課 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 財務課 財務課副課長 廃棄
財務課 学校財産関係 国有財産台帳 平成元年度国有財産台帳登載 会計課 1990年4月1日 常用（無期限） 紙 財務課倉庫 財務課総務・決算担当 廃棄
財務課 学校財産関係 国有財産台帳 平成２年度国有財産台帳登載 会計課 1991年4月1日 常用（無期限） 紙 財務課倉庫 財務課総務・決算担当 廃棄
財務課 学校財産関係 国有財産台帳 平成３年度国有財産台帳登載 会計課 1992年4月1日 常用（無期限） 紙 財務課倉庫 財務課総務・決算担当 廃棄
財務課 学校財産関係 国有財産台帳 平成３年度国有財産台帳不登載 会計課 1992年4月1日 30年 2022年3月31日 紙 財務課倉庫 財務課総務・決算担当 廃棄
財務課 学校財産関係 国有財産台帳 平成４年度国有財産台帳登載 会計課 1993年4月1日 常用（無期限） 紙 財務課倉庫 財務課総務・決算担当 廃棄
財務課 学校財産関係 国有財産台帳 平成４年度国有財産台帳不登載 会計課 1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 財務課倉庫 財務課総務・決算担当 廃棄
財務課 学校財産関係 国有財産台帳 平成５年度国有財産台帳登載 会計課 1994年4月1日 常用（無期限） 紙 財務課倉庫 財務課総務・決算担当 廃棄
財務課 学校財産関係 国有財産台帳 平成５年度国有財産台帳不登載 会計課 1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 財務課倉庫 財務課総務・決算担当 廃棄
財務課 学校財産関係 国有財産台帳 平成６年度国有財産台帳登載 会計課 1995年4月1日 常用（無期限） 紙 財務課倉庫 財務課総務・決算担当 廃棄
財務課 学校財産関係 国有財産台帳 平成６年度国有財産台帳不登載 会計課 1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 財務課倉庫 財務課総務・決算担当 廃棄
財務課 学校財産関係 国有財産台帳 平成７年度国有財産台帳登載 会計課 1996年4月1日 常用（無期限） 紙 財務課倉庫 財務課総務・決算担当 廃棄
財務課 学校財産関係 国有財産台帳 平成７年度国有財産台帳不登載 会計課 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 財務課倉庫 財務課総務・決算担当 廃棄
財務課 学校財産関係 国有財産台帳 平成８年度国有財産台帳登載 会計課 1997年4月1日 常用（無期限） 紙 財務課倉庫 財務課総務・決算担当 廃棄
財務課 学校財産関係 国有財産台帳 平成８年度国有財産台帳不登載 会計課 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 財務課倉庫 財務課総務・決算担当 廃棄
財務課 学校財産関係 国有財産台帳 平成９年度国有財産台帳登載 会計課 1998年4月1日 常用（無期限） 紙 財務課倉庫 財務課総務・決算担当 廃棄
財務課 学校財産関係 国有財産台帳 平成９年度国有財産台帳不登載 会計課 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 財務課倉庫 財務課総務・決算担当 廃棄
財務課 学校財産関係 国有財産台帳 平成１０年度国有財産台帳登載 会計課 1999年4月1日 常用（無期限） 紙 財務課倉庫 財務課総務・決算担当 廃棄
財務課 学校財産関係 国有財産台帳 平成１０年度国有財産台帳不登載 会計課 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 財務課倉庫 財務課総務・決算担当 廃棄
財務課 学校財産関係 国有財産台帳 平成１１年度国有財産台帳登載 会計課 2000年4月1日 常用（無期限） 紙 財務課倉庫 財務課総務・決算担当 廃棄
財務課 学校財産関係 国有財産台帳 平成１１年度国有財産台帳不登載 会計課 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 財務課倉庫 財務課総務・決算担当 廃棄
財務課 学校財産関係 資産 平成２３年度資産異動通知書 会計課 2012年4月1日 常用（無期限） 紙 財務課 財務課総務・決算担当 廃棄
財務課 学校財産関係 資産 平成２４年度資産異動通知書 財務課 2013年4月1日 常用（無期限） 紙 財務課 財務課総務・決算担当 廃棄
財務課 学校財産関係 資産 平成２５年度資産異動通知書 財務課 2014年4月1日 常用（無期限） 紙 財務課 財務課総務・決算担当 廃棄
財務課 学校財産関係 資産 平成２６年度資産異動通知書 財務課 2015年4月1日 常用（無期限） 紙 財務課 財務課総務・決算担当 廃棄
財務課 学校財産関係 資産 平成２７年度資産異動通知書 財務課 2016年4月1日 常用（無期限） 紙 財務課 財務課総務・決算担当 廃棄
財務課 学校財産関係 資産 平成２８年度資産異動通知書 財務課 2017年4月1日 常用（無期限） 紙 財務課 財務課総務・決算担当 廃棄
財務課 学校財産関係 資産 平成２９年度資産異動通知書 財務課 2018年4月1日 常用（無期限） 紙 財務課 財務課総務・決算担当 廃棄
財務課 学校財産関係 資産 平成３０年度資産異動通知書 財務課 2019年4月1日 常用（無期限） 紙 財務課 財務課総務・決算担当 廃棄
財務課 学校財産関係 資産 平成３１年度資産異動通知書 財務課 2020年4月1日 常用（無期限） 紙 財務課 財務課総務・決算担当 廃棄
財務課 学校財産関係 資産 令和２年度資産異動通知書 財務課 2021年4月1日 常用（無期限） 紙 財務課 財務課総務・決算担当 廃棄
財務課 学校財産関係 使用許可、貸付 平成２８年度使用収益 財務課 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 財務課 財務課総務・決算担当 廃棄
財務課 学校財産関係 使用許可、貸付 平成２９年度使用収益 財務課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 財務課 財務課総務・決算担当 廃棄
財務課 学校財産関係 使用許可、貸付 平成３０年度使用収益 財務課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 財務課 財務課総務・決算担当 廃棄
財務課 学校財産関係 使用許可、貸付 平成３１年度使用収益 財務課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務課 財務課総務・決算担当 廃棄
財務課 学校財産関係 使用許可、貸付 令和２年度使用収益 財務課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 財務課 財務課総務・決算担当 廃棄
財務課 学校財産関係 防火管理 平成２４年度防火防災関係 財務課 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 財務課 財務課総務・決算担当 廃棄
財務課 学校財産関係 防火管理 平成２５年度防火防災関係 会計課 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 財務課 財務課総務・決算担当 廃棄
財務課 学校財産関係 防火管理 平成２６年度防火防災関係 財務課 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 財務課 財務課総務・決算担当 廃棄
財務課 学校財産関係 防火管理 平成２７年度防火防災関係 財務課 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 財務課 財務課総務・決算担当 廃棄
財務課 学校財産関係 防火管理 平成２８年度防火防災関係 財務課 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 財務課 財務課総務・決算担当 廃棄
財務課 学校財産関係 防火管理 平成２９年度防火防災関係 財務課 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 財務課 財務課総務・決算担当 廃棄
財務課 学校財産関係 防火管理 平成３０年度防火防災関係 財務課 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 財務課 財務課総務・決算担当 廃棄
財務課 学校財産関係 防火管理 平成３１年度防火防災関係 財務課 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 財務課 財務課総務・決算担当 廃棄
財務課 学校財産関係 防火管理 令和２年度防火防災関係 財務課 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 財務課 財務課総務・決算担当 廃棄
財務課 学校財産関係 構内交通規制 平成３０年度自動車入構申請書 財務課 2019年4月1日 3年 2022年3月31日 紙 財務課 財務課総務・決算担当 廃棄
財務課 学校財産関係 構内交通規制 平成３１年度自動車入構申請書 財務課 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 財務課 財務課総務・決算担当 廃棄
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結果
財務課 学校財産関係 構内交通規制 令和２年度自動車入構申請書 財務課 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 財務課 財務課総務・決算担当 廃棄
財務課 宿舎関係 帳簿、名簿 宿舎現況記録 会計課 1949年4月1日 常用（無期限） 紙 財務課倉庫 財務課総務・決算担当 廃棄
財務課 宿舎関係 宿舎貸与等 平成２７年度宿舎貸与承認申請・退去等 財務課 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 財務課 財務課総務・決算担当 廃棄
財務課 宿舎関係 宿舎貸与等 平成２８年度宿舎貸与承認申請・退去等 財務課 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 財務課 財務課総務・決算担当 廃棄
財務課 宿舎関係 宿舎貸与等 平成２９年度宿舎貸与承認申請・退去等 財務課 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 財務課 財務課総務・決算担当 廃棄
財務課 宿舎関係 宿舎貸与等 平成３０年度宿舎貸与承認申請・退去等 財務課 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 財務課 財務課総務・決算担当 廃棄
財務課 宿舎関係 宿舎貸与等 平成３１年度宿舎貸与承認申請・退去等 財務課 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 財務課 財務課総務・決算担当 廃棄
財務課 宿舎関係 宿舎貸与等 令和２年度宿舎貸与承認申請・退去等 財務課 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 財務課 財務課総務・決算担当 廃棄
財務課 その他 自然環境教育センター 平成２８年度自然環境教育センター 財務課 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 財務課 財務課総務・決算担当 廃棄
財務課 その他 自然環境教育センター 平成２９年度自然環境教育センター 財務課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 財務課 財務課総務・決算担当 廃棄
財務課 その他 自然環境教育センター 平成３０年度自然環境教育センター 財務課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 財務課 財務課総務・決算担当 廃棄
財務課 その他 自然環境教育センター 平成３１年度自然環境教育センター 財務課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務課 財務課総務・決算担当 廃棄
財務課 その他 自然環境教育センター 令和２年度自然環境教育センター 財務課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 財務課 財務課総務・決算担当 廃棄
財務課 その他 調書 平成２８年度総務・決算担当調書 財務課 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 財務課 財務課総務・決算担当 廃棄
財務課 その他 調書 平成２９年度総務・決算担当調書 財務課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 財務課 財務課総務・決算担当 廃棄
財務課 その他 調書 平成３０年度総務・決算担当調書 財務課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 財務課 財務課総務・決算担当 廃棄
財務課 その他 調書 平成３１年度総務・決算担当調書 財務課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務課 財務課総務・決算担当 廃棄
財務課 その他 調書 令和２年度総務・決算担当調書 財務課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 財務課 財務課総務・決算担当 廃棄
財務課 その他 調書 平成２８年度競争的資金に係る間接経費執行実績報告書 財務課 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 財務課 財務課司計担当 廃棄
財務課 その他 調書 平成２８年度公共事業施工状況調 財務課 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 財務課 財務課司計担当 廃棄
財務課 その他 調書 平成２９年度競争的資金に係る間接経費執行実績報告書 財務課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 財務課 財務課司計担当 廃棄
財務課 その他 調書 平成３０年度競争的資金に係る間接経費執行実績報告書 財務課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 財務課 財務課司計担当 廃棄
財務課 その他 調書 平成３１年度競争的資金に係る間接経費執行実績報告書 財務課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務課 財務課司計担当 廃棄
財務課 その他 調書 令和２年度　学内照会（司計担当） 財務課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 財務課 財務課司計担当 廃棄
財務課 その他 調書 令和２年度　学外照会（司計担当） 財務課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 財務課 財務課司計担当 廃棄
財務課 その他会議等 委員会委員会等 平成１９年度財務委員会 会計課 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 財務課 財務課司計担当 廃棄

財務課 その他会議等 委員会委員会等 平成２０年度財務委員会 会計課 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 財務課 財務課司計担当 廃棄

財務課 その他会議等 委員会委員会等 平成２１年度財務委員会 会計課 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 財務課 財務課司計担当 廃棄

財務課 その他会議等 委員会委員会等 平成２２年度財務委員会 会計課 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 財務課 財務課司計担当 廃棄

財務課 その他会議等 委員会委員会等 平成２３年度財務委員会 会計課 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 財務課 財務課司計担当 廃棄

財務課 その他会議等 委員会委員会等 平成２４年度財務委員会 財務課 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 財務課 財務課司計担当 廃棄

財務課 その他会議等 委員会委員会等 平成２５年度財務委員会 財務課 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 財務課 財務課司計担当 廃棄

財務課 その他会議等 委員会委員会等 平成２６年度財務委員会 財務課 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 財務課 財務課司計担当 廃棄

財務課 その他会議等 委員会委員会等 平成２７年度財務委員会 財務課 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 財務課 財務課司計担当 廃棄

財務課 その他会議等 委員会委員会等 平成２８年度財務委員会 財務課 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 財務課 財務課司計担当 廃棄

財務課 その他会議等 委員会委員会等 平成２９年度財務委員会 財務課 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 財務課 財務課司計担当 廃棄

財務課 その他会議等 委員会委員会等 平成３０年度財務委員会 財務課 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 財務課 財務課司計担当 廃棄

財務課 その他会議等 委員会委員会等 平成３１年度財務委員会 財務課 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 財務課 財務課司計担当 廃棄
財務課 会議等 委員会等 令和２年度財務委員会 財務課 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 財務課 財務課司計担当 廃棄
財務課 その他 通知 平成２８年度文部科学省通知 財務課 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 財務課 財務課司計担当 廃棄
財務課 その他 通知 平成２９年度文部科学省通知 財務課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 財務課 財務課司計担当 廃棄
財務課 その他 通知 平成３０年度文部科学省通知 財務課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 財務課 財務課司計担当 廃棄
財務課 その他 通知 平成３１年度文部科学省通知 財務課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務課 財務課司計担当 廃棄
財務課 その他 通知 令和２年度文部科学省通知 財務課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 財務課 財務課司計担当 廃棄
財務課 その他 統計調査 平成２８年度奈良県民経済計算推計を作成するため資料提供について（回答） 財務課 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 財務課 財務課司計担当 廃棄
財務課 その他 統計調査 平成２９年度奈良県民経済計算推計を作成するため資料提供について（回答） 財務課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 財務課 財務課司計担当 廃棄
財務課 その他 統計調査 平成３０年度奈良県民経済計算推計を作成するため資料提供について（回答） 財務課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 財務課 財務課司計担当 廃棄
財務課 その他 統計調査 平成３１年度奈良県民経済計算推計を作成するため資料提供について（回答） 財務課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務課 財務課司計担当 廃棄
財務課 契約関係 その他 平成２８年度実績照会関係 財務課 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 財務課 財務課契約担当 廃棄
財務課 契約関係 その他 平成２８年度契約関係 財務課 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 財務課 財務課契約担当 廃棄
財務課 契約関係 その他 平成２９年度実績照会関係 財務課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 財務課 財務課契約担当 廃棄
財務課 契約関係 その他 平成２９年度契約関係 財務課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 財務課 財務課契約担当 廃棄
財務課 契約関係 その他 平成３０年度実績照会関係 財務課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 財務課 財務課契約担当 廃棄
財務課 契約関係 その他 平成３０年度契約関係 財務課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 財務課 財務課契約担当 廃棄
財務課 契約関係 その他 平成３１年度実績照会関係 財務課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務課 財務課契約担当 廃棄
財務課 契約関係 その他 平成３１年度契約関係 財務課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務課 財務課契約担当 廃棄
財務課 契約関係 その他 令和２年度実績照会関係 財務課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 財務課 財務課契約担当 廃棄
財務課 契約関係 その他 令和２年度契約関係 財務課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 財務課 財務課契約担当 廃棄
財務課 契約関係 官公需 平成２８年度官公需関係・政府調達関係 財務課 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 財務課 財務課契約担当 廃棄
財務課 契約関係 官公需 平成２９年度官公需関係・政府調達関係 財務課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 財務課 財務課契約担当 廃棄
財務課 契約関係 官公需 平成３０年度官公需関係・政府調達関係 財務課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 財務課 財務課契約担当 廃棄
財務課 契約関係 官公需 平成３１年度官公需関係・政府調達関係 財務課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務課 財務課契約担当 廃棄
財務課 契約関係 官公需 令和２年度官公需関係・政府調達関係 財務課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 財務課 財務課契約担当 廃棄
財務課 政府調達 契約書類 平成２８年度電気入札 財務課 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 財務課 財務課契約担当 廃棄
財務課 政府調達 契約書類 平成２９年度電気入札 財務課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 財務課 財務課契約担当 廃棄
財務課 政府調達 契約書類 平成３０年度電気入札 財務課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 財務課 財務課契約担当 廃棄
財務課 政府調達 契約書類 平成３１年度電気入札 財務課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務課 財務課契約担当 廃棄
財務課 政府調達 契約書類 令和２年度電気入札 財務課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 財務課 財務課契約担当 廃棄

財務課 契約関係 契約書類 代表者変更届綴　平成28年度～ 財務課
2017年4月1日
2016年4月1日

5年
2022年3月31日
2021年3月31日

紙 財務課 財務課契約担当 廃棄

財務課 契約関係 契約書類 平成２８年度産業廃棄物処理業務マニフェスト等資料 財務課 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 財務課 財務課契約担当 廃棄
財務課 契約関係 契約書類 平成２８年度定期契約関係（２分冊） 財務課 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 財務課 財務課契約担当 廃棄
財務課 契約関係 契約書類 平成２８年度物品購入・製造・請負関係（６分冊） 財務課 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 財務課 財務課契約担当 廃棄
財務課 契約関係 契約書類 平成２８年度清掃管理作業契約関係書類 財務課 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 財務課 財務課契約担当 廃棄
財務課 契約関係 契約書類 平成２８年度清掃作業報告書（日常清掃・定期清掃） 財務課 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 財務課 財務課契約担当 廃棄
財務課 契約関係 契約書類 平成２８年度単価契約関係 財務課 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 財務課 財務課契約担当 廃棄
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文書分類
（大分類）

文書分類
（中分類）

文書分類
（小分類）

法人文書ファイル名 作成者 作成（取得）時期
保存
期間

保存期間
満了時期

媒体の
種別

保存場所 管理担当課・係
保存期間満
了時の措置

結果
財務課 契約関係 契約書類 平成２８年度保安常駐警備契約関係書類 財務課 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 財務課 財務課契約担当 廃棄
財務課 契約関係 契約書類 平成２９年度産業廃棄物処理業務マニフェスト等資料 財務課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 財務課 財務課契約担当 廃棄
財務課 契約関係 契約書類 平成２９年度定期契約関係（２分冊） 財務課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 財務課 財務課契約担当 廃棄
財務課 契約関係 契約書類 平成２９年度物品購入・製造・請負関係 財務課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 財務課 財務課契約担当 廃棄
財務課 契約関係 契約書類 平成２９年度清掃管理作業契約関係書類 財務課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 財務課 財務課契約担当 廃棄
財務課 契約関係 契約書類 平成２９年度清掃作業報告書（日常清掃・定期清掃） 財務課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 財務課 財務課契約担当 廃棄
財務課 契約関係 契約書類 平成２９年度単価契約関係 財務課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 財務課 財務課契約担当 廃棄
財務課 契約関係 契約書類 平成２９年度保安常駐警備契約関係書類 財務課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 財務課 財務課契約担当 廃棄
財務課 契約関係 契約書類 平成３０年度産業廃棄物処理業務マニフェスト等資料 財務課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 財務課 財務課契約担当 廃棄
財務課 契約関係 契約書類 平成３０年度定期契約関係（２分冊） 財務課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 財務課 財務課契約担当 廃棄
財務課 契約関係 契約書類 平成３０年度物品購入・製造・請負関係 財務課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 財務課 財務課契約担当 廃棄
財務課 契約関係 契約書類 平成３０年度清掃管理作業契約関係書類 財務課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 財務課 財務課契約担当 廃棄
財務課 契約関係 契約書類 平成３０年度清掃作業報告書（日常清掃・定期清掃） 財務課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 財務課 財務課契約担当 廃棄
財務課 契約関係 契約書類 平成３０年度単価契約関係 財務課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 財務課 財務課契約担当 廃棄
財務課 契約関係 契約書類 平成３０年度保安常駐警備契約関係書類 財務課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 財務課 財務課契約担当 廃棄
財務課 契約関係 契約書類 平成３１年度産業廃棄物処理業務マニフェスト等資料 財務課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務課 財務課契約担当 廃棄
財務課 契約関係 契約書類 平成３１年度定期契約関係（２分冊） 財務課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務課 財務課契約担当 廃棄
財務課 契約関係 契約書類 平成３１年度物品購入・製造・請負関係 財務課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務課 財務課契約担当 廃棄
財務課 契約関係 契約書類 平成３１年度清掃管理作業契約関係書類 財務課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務課 財務課契約担当 廃棄
財務課 契約関係 契約書類 平成３１年度清掃作業報告書（日常清掃・定期清掃） 財務課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務課 財務課契約担当 廃棄
財務課 契約関係 契約書類 平成３１年度単価契約関係 財務課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務課 財務課契約担当 廃棄
財務課 契約関係 契約書類 平成３１年度保安常駐警備契約関係書類 財務課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務課 財務課契約担当 廃棄
財務課 契約関係 契約書類 令和２年度産業廃棄物処理業務マニフェスト等資料 財務課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 財務課 財務課契約担当 廃棄
財務課 契約関係 契約書類 令和２年度定期契約関係（２分冊） 財務課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 財務課 財務課契約担当 廃棄
財務課 契約関係 契約書類 令和２年度物品購入・製造・請負関係 財務課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 財務課 財務課契約担当 廃棄
財務課 契約関係 契約書類 令和２年度清掃管理作業契約関係書類 財務課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 財務課 財務課契約担当 廃棄
財務課 契約関係 契約書類 令和２度清掃作業報告書（日常清掃・定期清掃） 財務課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 財務課 財務課契約担当 廃棄
財務課 契約関係 契約書類 令和２年度単価契約関係 財務課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 財務課 財務課契約担当 廃棄
財務課 契約関係 契約書類 令和２年度保安常駐警備契約関係書類 財務課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 財務課 財務課契約担当 廃棄
財務課 契約関係 図書購入 平成２８年度（２０１６年度）外国雑誌関係書類綴 財務課 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 財務課 財務課契約担当 廃棄
財務課 契約関係 図書購入 平成２８年度電子ジャーナル関係書類 財務課 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 財務課 財務課契約担当 廃棄
財務課 契約関係 図書購入 平成２９年度（２０１７２０１６年度）外国雑誌関係書類綴 財務課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 財務課 財務課契約担当 廃棄
財務課 契約関係 図書購入 平成２９年度電子ジャーナル関係書類 財務課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 財務課 財務課契約担当 廃棄
財務課 契約関係 図書購入 平成３０年度（２０１８２０１７年度）外国雑誌関係書類綴 財務課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 財務課 財務課契約担当 廃棄
財務課 契約関係 図書購入 平成３０年度電子ジャーナル関係書類 財務課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 財務課 財務課契約担当 廃棄
財務課 契約関係 図書購入 平成３１年度（２０１９２０１８年度）外国雑誌関係書類綴 財務課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務課 財務課契約担当 廃棄
財務課 契約関係 図書購入 平成３１年度電子ジャーナル関係書類 財務課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務課 財務課契約担当 廃棄
財務課 契約関係 図書購入 令和２年度（２０２０年度）外国雑誌関係書類綴 財務課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 財務課 財務課契約担当 廃棄
財務課 契約関係 図書購入 令和２年度電子ジャーナル関係書類 財務課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 財務課 財務課契約担当 廃棄
財務課 契約関係 調査・報告関係 平成２８年度環境物品等の調達（グリーン購入法） 財務課 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 財務課 財務課契約担当 廃棄
財務課 契約関係 調査・報告関係 平成２９年度環境物品等の調達（グリーン購入法） 財務課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 財務課 財務課契約担当 廃棄
財務課 契約関係 調査・報告関係 平成３０年度環境物品等の調達（グリーン購入法） 財務課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 財務課 財務課契約担当 廃棄
財務課 契約関係 調査・報告関係 平成３１年度環境物品等の調達（グリーン購入法） 財務課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務課 財務課契約担当 廃棄
財務課 契約関係 調査・報告関係 令和２年度環境物品等の調達（グリーン購入法） 財務課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 財務課 財務課契約担当 廃棄
財務課 決算関係 決算 平成２３年度決算関係 財務課 2012年4月1日 常用（無期限） 紙 財務課 財務課総務・決算担当 廃棄
財務課 決算関係 決算 平成２４年度決算関係 財務課 2013年4月1日 常用（無期限） 紙 財務課 財務課総務・決算担当 廃棄
財務課 決算関係 決算 平成２５年度決算関係 財務課 2014年4月1日 常用（無期限） 紙 財務課 財務課総務・決算担当 廃棄
財務課 決算関係 決算 平成２６年度決算関係 財務課 2015年4月1日 常用（無期限） 紙 財務課 財務課総務・決算担当 廃棄
財務課 決算関係 決算 平成２７年度決算関係 財務課 2016年4月1日 常用（無期限） 紙 財務課 財務課総務・決算担当 廃棄
財務課 決算関係 決算 平成２８年度決算関係 財務課 2017年4月1日 常用（無期限） 紙 財務課 財務課総務・決算担当 廃棄
財務課 決算関係 決算 平成２９年度決算関係 財務課 2018年4月1日 常用（無期限） 紙 財務課 財務課総務・決算担当 廃棄
財務課 決算関係 決算 平成３０年度決算関係 財務課 2019年4月1日 常用（無期限） 紙 財務課 財務課総務・決算担当 廃棄
財務課 決算関係 決算 平成３１年度決算関係 財務課 2020年4月1日 常用（無期限） 紙 財務課 財務課総務・決算担当 廃棄
財務課 決算関係 決算 令和２年度決算関係 財務課 2021年4月1日 常用（無期限） 紙 財務課 財務課総務・決算担当 廃棄
財務課 決算関係 消費税決算関係（司計担当）平成２６年度運営費交付金及び補助金等の使途の特定について 財務課 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 財務課 財務課司計担当 廃棄
財務課 決算関係 消費税決算関係（司計担当）平成２７年度運営費交付金及び補助金等の使途の特定について 財務課 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 財務課 財務課司計担当 廃棄
財務課 決算関係 消費税決算関係（司計担当）平成２８年度運営費交付金及び補助金等の使途の特定について 財務課 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 財務課 財務課司計担当 廃棄
財務課 決算関係 消費税決算関係（司計担当）平成２９年度運営費交付金及び補助金等の使途の特定について 財務課 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 財務課 財務課司計担当 廃棄
財務課 決算関係 調書決算関係（司計担当） 平成２６事業年度における剰余金の使途の承認申請書 財務課 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 財務課 財務課司計担当 廃棄
財務課 決算関係 調書決算関係（司計担当） 平成２６年度財務諸表等の補足資料について 財務課 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 財務課 財務課司計担当 廃棄
財務課 決算関係 調書決算関係（司計担当） 平成２６年度特別教育研究経費等の執行状況に係る調書について 財務課 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 財務課 財務課司計担当 廃棄
財務課 決算関係 調書決算関係（司計担当） 平成２７事業年度における剰余金の使途の承認申請書 財務課 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 財務課 財務課司計担当 廃棄
財務課 決算関係 調書決算関係（司計担当） 平成２７年度財務諸表等の補足資料について 財務課 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 財務課 財務課司計担当 廃棄
財務課 決算関係 調書決算関係（司計担当） 平成２７年度特別教育研究経費等の執行状況に係る調書について 財務課 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 財務課 財務課司計担当 廃棄
財務課 決算関係 調書決算関係（司計担当） 平成２８事業年度における剰余金の使途の承認申請書 財務課 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 財務課 財務課司計担当 廃棄
財務課 決算関係 調書決算関係（司計担当） 平成２８年度財務諸表等の補足資料について 財務課 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 財務課 財務課司計担当 廃棄
財務課 決算関係 調書決算関係（司計担当） 平成２８年度特別教育研究経費等の執行状況に係る調書について 財務課 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 財務課 財務課司計担当 廃棄
財務課 決算関係 調書決算関係（司計担当） 平成２９事業年度における剰余金の使途の承認申請書 財務課 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 財務課 財務課司計担当 廃棄
財務課 決算関係 調書決算関係（司計担当） 平成２９年度財務諸表等の補足資料について 財務課 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 財務課 財務課司計担当 廃棄
財務課 決算関係 調書決算関係（司計担当） 平成２９年度特別教育研究経費等の執行状況に係る調書について 財務課 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 財務課 財務課司計担当 廃棄
財務課 決算関係 調書決算関係（司計担当） 平成３０事業年度における剰余金の使途の承認申請書 財務課 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 財務課 財務課司計担当 廃棄
財務課 決算関係 調書決算関係（司計担当） 平成３０年度財務諸表等の補足資料について 財務課 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 財務課 財務課司計担当 廃棄
財務課 決算関係 調書決算関係（司計担当） 平成３０年度特別教育研究経費等の執行状況に係る調書について 財務課 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 財務課 財務課司計担当 廃棄
財務課 決算関係 調書決算関係（司計担当） 令和元事業年度における剰余金の使途の承認申請書 財務課 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 財務課 財務課司計担当 廃棄
財務課 決算関係 調書決算関係（司計担当） 令和元年度財務諸表等の補足資料について 財務課 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 財務課 財務課司計担当 廃棄
財務課 決算関係 調書決算関係（司計担当） 令和元年度特別教育研究経費等の執行状況に係る調書について 財務課 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 財務課 財務課司計担当 廃棄
財務課 決算関係 報告書決算関係（司計担当）平成２６年度決算報告書 財務課 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 財務課 財務課司計担当 廃棄
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結果
財務課 決算関係 報告書決算関係（司計担当）平成２７年度決算報告書 財務課 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 財務課 財務課司計担当 廃棄
財務課 決算関係 報告書決算関係（司計担当）平成２８年度決算報告書 財務課 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 財務課 財務課司計担当 廃棄
財務課 決算関係 報告書決算関係（司計担当）平成２９年度決算報告書 財務課 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 財務課 財務課司計担当 廃棄
財務課 決算関係 報告書決算関係（司計担当）平成３０年度決算報告書 財務課 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 財務課 財務課司計担当 廃棄
財務課 決算関係 報告書決算関係（司計担当）令和元年度決算報告書 財務課 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 財務課 財務課司計担当 廃棄
財務課 決算関係 決算関係（司計担当） 令和２年度決算関係（司計担当） 財務課 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 財務課 財務課司計担当 廃棄
財務課 検査・監査関係 金庫検査 平成２８年度金庫検査実施報告書 財務課 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 財務課 財務課総務・決算担当 廃棄
財務課 検査・監査関係 金庫検査 平成２９年度金庫検査実施報告書 財務課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 財務課 財務課総務・決算担当 廃棄
財務課 検査・監査関係 金庫検査 平成３０年度金庫検査実施報告書 財務課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 財務課 財務課総務・決算担当 廃棄
財務課 検査・監査関係 金庫検査 平成３１年度金庫検査実施報告書 財務課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務課 財務課総務・決算担当 廃棄
財務課 検査・監査関係 金庫検査 令和２年度金庫検査実施報告書 財務課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 財務課 財務課総務・決算担当 廃棄
財務課 検査・監査関係 会計検査院 平成２８年度会計検査院関係 財務課 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 財務課 財務課総務・決算担当 廃棄
財務課 検査・監査関係 会計検査院 平成２９年度会計検査院関係 財務課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 財務課 財務課総務・決算担当 廃棄
財務課 検査・監査関係 会計検査院 平成３０年度会計検査院関係 財務課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 財務課 財務課総務・決算担当 廃棄
財務課 検査・監査関係 会計検査院 平成３１年度会計検査院関係 財務課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務課 財務課総務・決算担当 廃棄
財務課 検査・監査関係 会計検査院 令和２年度会計検査院関係 財務課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 財務課 財務課総務・決算担当 廃棄
財務課 出張・研修関係 共通 平成３０年度復命書 財務課 2019年4月1日 3年 2022年3月31日 紙 財務課 財務課総務・決算担当 廃棄
財務課 出張・研修関係 共通 平成３１年度復命書 財務課 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 財務課 財務課総務・決算担当 廃棄
財務課 出張・研修関係 共通 令和２年度復命書 財務課 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 財務課 財務課総務・決算担当 廃棄
財務課 職員の勤務状況関係 休暇 平成２８年度休暇簿（病休・特休・職専免用） 財務課 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 財務課 財務課総務・決算担当 廃棄
財務課 職員の勤務状況関係 休暇 平成２８年度休日の振替・代休指定変更簿 財務課 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 財務課 財務課総務・決算担当 廃棄
財務課 職員の勤務状況関係 休暇 平成２９年度休暇簿（病休・特休・職専免用） 財務課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 財務課 財務課総務・決算担当 廃棄
財務課 職員の勤務状況関係 休暇 平成２９年度休日の振替・代休指定変更簿 財務課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 財務課 財務課総務・決算担当 廃棄
財務課 職員の勤務状況関係 休暇 平成３０年度休暇簿（病休・特休・職専免用） 財務課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 財務課 財務課総務・決算担当 廃棄
財務課 職員の勤務状況関係 休暇 平成３０年度休日の振替・代休指定変更簿 財務課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 財務課 財務課総務・決算担当 廃棄
財務課 職員の勤務状況関係 休暇 平成３１年度休暇簿（病休・特休・職専免用） 財務課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務課 財務課総務・決算担当 廃棄
財務課 職員の勤務状況関係 休暇 平成３１年度休日の振替・代休指定変更簿 財務課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務課 財務課総務・決算担当 廃棄
財務課 職員の勤務状況関係 超過勤務命令簿 平成２８年休暇簿（年次休暇用） 財務課 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 財務課 財務課総務・決算担当 廃棄
財務課 職員の勤務状況関係 超過勤務命令簿 平成２８年度超過勤務等命令簿内訳書 財務課 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 財務課 財務課総務・決算担当 廃棄
財務課 職員の勤務状況関係 超過勤務命令簿 平成２９年休暇簿（年次休暇用） 財務課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 財務課 財務課総務・決算担当 廃棄
財務課 職員の勤務状況関係 超過勤務命令簿 平成３０年休暇簿（年次休暇用） 財務課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 財務課 財務課総務・決算担当 廃棄
財務課 職員の勤務状況関係 超過勤務命令簿 平成３０年度超過勤務等命令簿内訳書 財務課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 財務課 財務課総務・決算担当 廃棄
財務課 職員の勤務状況関係 超過勤務命令簿 平成３１年休暇簿（年次休暇用） 財務課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務課 財務課総務・決算担当 廃棄
財務課 職員の勤務状況関係 超過勤務命令簿 平成３１年度超過勤務等命令簿内訳書 財務課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務課 財務課総務・決算担当 廃棄
財務課 職員の勤務状況関係 非常勤 平成２８年度非常勤職員年次休暇調書 財務課 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 財務課 財務課総務・決算担当 廃棄
財務課 職員の勤務状況関係 非常勤 平成２９年度非常勤職員年次休暇調書 財務課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 財務課 財務課総務・決算担当 廃棄
財務課 職員の勤務状況関係 非常勤 平成３０年度非常勤職員年次休暇調書 財務課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 財務課 財務課総務・決算担当 廃棄
財務課 職員の勤務状況関係 非常勤 平成３１年度非常勤職員年次休暇調書 財務課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務課 財務課総務・決算担当 廃棄
財務課 損保関係 損保 平成２６年度損害保険関係 財務課 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 財務課 財務課総務・決算担当 廃棄
財務課 損保関係 損保 平成２７年度損害保険関係 財務課 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 財務課 財務課総務・決算担当 廃棄
財務課 損保関係 損保 平成２８年度損害保険関係 財務課 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 財務課 財務課総務・決算担当 廃棄
財務課 損保関係 損保 平成２９年度損害保険関係 財務課 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 財務課 財務課総務・決算担当 廃棄
財務課 損保関係 損保 平成３０年度損害保険関係 財務課 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 財務課 財務課総務・決算担当 廃棄
財務課 損保関係 損保 平成３１年度損害保険関係 財務課 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 財務課 財務課総務・決算担当 廃棄
財務課 損保関係 損保 令和２年度損害保険関係 財務課 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 財務課 財務課総務・決算担当 廃棄
財務課 教務関係 学籍簿等 平成２３年度宣誓書・保証書 教務課 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 財務課 財務課出納担当 廃棄
財務課 教務関係 学籍簿等 平成２４年度宣誓書・保証書 教務課 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 財務課 財務課出納担当 廃棄
財務課 教務関係 学籍簿等 平成２５年度宣誓書・保証書 教務課 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 財務課 財務課出納担当 廃棄
財務課 教務関係 学籍簿等 平成２６年度宣誓書・保証書 教務課 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 財務課 財務課出納担当 廃棄
財務課 教務関係 学籍簿等 平成２７年度宣誓書・保証書 教務課 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 財務課 財務課出納担当 廃棄
財務課 教務関係 学籍簿等 平成２８年度宣誓書・保証書 教務課 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 財務課 財務課出納担当 廃棄
財務課 教務関係 学籍簿等 平成２９年度宣誓書・保証書 教務課 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 財務課 財務課出納担当 廃棄
財務課 教務関係 学籍簿等 平成３０年度宣誓書・保証書 教務課 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 財務課 財務課出納担当 廃棄
財務課 教務関係 学籍簿等 平成３１・令和元年度宣誓書・保証書 教務課 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 財務課 財務課出納担当 廃棄
財務課 教務関係 学籍簿等 令和２年度宣誓書・保証書 教務課 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 財務課 財務課出納担当 廃棄
財務課 帳簿関係 帳簿 平成２６年度金種表 財務課 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 財務課 財務課出納担当 廃棄
財務課 帳簿関係 帳簿 平成２６年度支払決議書 財務課 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 財務課 財務課出納担当 廃棄
財務課 帳簿関係 帳簿 平成２６年度振替票 財務課 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 財務課 財務課出納担当 廃棄
財務課 帳簿関係 帳簿 平成２６年度現金出納簿 財務課 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 財務課 財務課出納担当 廃棄
財務課 帳簿関係 帳簿 平成２６年度現金領収証書受払簿 財務課 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 財務課 財務課出納担当 廃棄
財務課 帳簿関係 帳簿 平成２７年度金種表 財務課 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 財務課 財務課出納担当 廃棄
財務課 帳簿関係 帳簿 平成２７年度支払決議書 財務課 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 財務課 財務課出納担当 廃棄
財務課 帳簿関係 帳簿 平成２７年度振替票 財務課 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 財務課 財務課出納担当 廃棄
財務課 帳簿関係 帳簿 平成２７年度現金出納簿 財務課 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 財務課 財務課出納担当 廃棄
財務課 帳簿関係 帳簿 平成２７年度現金領収証書受払簿 財務課 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 財務課 財務課出納担当 廃棄
財務課 帳簿関係 帳簿 平成２８年度金種表 財務課 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 財務課 財務課出納担当 廃棄
財務課 帳簿関係 帳簿 平成２８年度支払決議書 財務課 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 財務課 財務課出納担当 廃棄
財務課 帳簿関係 帳簿 平成２８年度振替票 財務課 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 財務課 財務課出納担当 廃棄
財務課 帳簿関係 帳簿 平成２８年度現金出納簿 財務課 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 財務課 財務課出納担当 廃棄
財務課 帳簿関係 帳簿 平成２８年度現金領収証書受払簿 財務課 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 財務課 財務課出納担当 廃棄
財務課 帳簿関係 帳簿 平成２９年度金種表 財務課 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 財務課 財務課出納担当 廃棄
財務課 帳簿関係 帳簿 平成２９年度支払決議書 財務課 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 財務課 財務課出納担当 廃棄
財務課 帳簿関係 帳簿 平成２９年度振替票 財務課 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 財務課 財務課出納担当 廃棄
財務課 帳簿関係 帳簿 平成２９年度現金出納簿 財務課 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 財務課 財務課出納担当 廃棄
財務課 帳簿関係 帳簿 平成２９年度現金領収証書受払簿 財務課 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 財務課 財務課出納担当 廃棄
財務課 帳簿関係 帳簿 平成３０年度金種表 財務課 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 財務課 財務課出納担当 廃棄
財務課 帳簿関係 帳簿 平成３０年度支払決議書 財務課 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 財務課 財務課出納担当 廃棄
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結果
財務課 帳簿関係 帳簿 平成３０年度振替票 財務課 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 財務課 財務課出納担当 廃棄
財務課 帳簿関係 帳簿 平成３０年度現金出納簿 財務課 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 財務課 財務課出納担当 廃棄
財務課 帳簿関係 帳簿 平成３０年度現金領収証書受払簿 財務課 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 財務課 財務課出納担当 廃棄
財務課 帳簿関係 帳簿 平成３１年度金種表 財務課 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 財務課 財務課出納担当 廃棄
財務課 帳簿関係 帳簿 平成３１年度支払決議書 財務課 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 財務課 財務課出納担当 廃棄
財務課 帳簿関係 帳簿 平成３１年度振替票 財務課 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 財務課 財務課出納担当 廃棄
財務課 帳簿関係 帳簿 平成３１年度現金出納簿 財務課 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 財務課 財務課出納担当 廃棄
財務課 帳簿関係 帳簿 平成３１年度現金領収証書受払簿 財務課 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 財務課 財務課出納担当 廃棄
財務課 帳簿関係 帳簿 令和２年度金種表 財務課 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 財務課 財務課出納担当 廃棄
財務課 帳簿関係 帳簿 令和２支払決議書 財務課 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 財務課 財務課出納担当 廃棄
財務課 帳簿関係 帳簿 令和２年度振替票 財務課 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 財務課 財務課出納担当 廃棄
財務課 帳簿関係 帳簿 令和２年度現金出納簿 財務課 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 財務課 財務課出納担当 廃棄
財務課 帳簿関係 帳簿 令和２年度現金領収証書受払簿 財務課 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 財務課 財務課出納担当 廃棄
財務課 報告書関係 報告書 平成２８年度原符・領収済報告書 財務課 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 財務課 財務課出納担当 廃棄
財務課 報告書関係 報告書 平成２８年度消費税に係る報告書 財務課 2017年6月1日 5年 2022年5月31日 紙 財務課 財務課出納担当 廃棄
財務課 報告書関係 報告書 平成２９年度資金運用実施計画書 財務課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 財務課 財務課出納担当 廃棄
財務課 報告書関係 報告書 平成２９年度原符・領収済報告書 財務課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 財務課 財務課出納担当 廃棄
財務課 報告書関係 報告書 平成２９年度消費税に係る報告書 財務課 2018年6月1日 5年 2023年5月31日 紙 財務課 財務課出納担当 廃棄
財務課 報告書関係 報告書 平成３０年度資金運用実施計画書 財務課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 財務課 財務課出納担当 廃棄
財務課 報告書関係 報告書 平成３０年度原符・領収済報告書 財務課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 財務課 財務課出納担当 廃棄
財務課 報告書関係 報告書 平成３０年度消費税に係る報告書 財務課 2019年6月1日 5年 2024年5月31日 紙 財務課 財務課出納担当 廃棄
財務課 報告書関係 報告書 平成３１年度資金運用実施計画書 財務課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務課 財務課出納担当 廃棄
財務課 報告書関係 報告書 平成３１年度原符・領収済報告書 財務課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務課 財務課出納担当 廃棄
財務課 報告書関係 報告書 平成３１年度消費税に係る報告書 財務課 2020年6月1日 5年 2025年5月31日 紙 財務課 財務課出納担当 廃棄
財務課 報告書関係 報告書 令和２年度資金運用実施計画書 財務課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 財務課 財務課出納担当 廃棄
財務課 報告書関係 報告書 令和２年度原符・領収済報告書 財務課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 財務課 財務課出納担当 廃棄
財務課 報告書関係 報告書 令和２年度消費税に係る報告書 財務課 2021年4月1日 5年 2026年5月31日 紙 財務課 財務課出納担当 廃棄
財務課 物品管理関係 公用車 平成２８年度公用車運行日誌 財務課 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 財務課 財務課契約担当 廃棄
財務課 物品管理関係 公用車 平成２９年度公用車運行日誌 財務課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 財務課 財務課契約担当 廃棄
財務課 物品管理関係 公用車 平成３０年度公用車運行日誌 財務課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 財務課 財務課契約担当 廃棄
財務課 物品管理関係 公用車 平成３１年度公用車運行日誌 財務課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務課 財務課契約担当 廃棄
財務課 物品管理関係 公用車 令和２年度公用車運行日誌 財務課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 財務課 財務課契約担当 廃棄
財務課 物品管理関係 その他 平成２８年度資産登録関係（２分冊） 財務課 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 財務課 財務課契約担当 廃棄
財務課 物品管理関係 その他 平成２９年度資産登録関係（２分冊） 財務課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 財務課 財務課契約担当 廃棄
財務課 物品管理関係 その他 平成３０年度資産登録関係（２分冊） 財務課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 財務課 財務課契約担当 廃棄
財務課 物品管理関係 その他 平成３１年度資産登録関係（２分冊） 財務課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務課 財務課契約担当 廃棄
財務課 物品管理関係 その他 令和２年度資産登録関係 財務課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 財務課 財務課契約担当 廃棄
財務課 物品管理関係 その他 平成28年度廃棄と使用者変更 財務課 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 財務課 財務課契約担当 廃棄
財務課 物品管理関係 その他 平成29年度廃棄と使用者変更 財務課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 財務課 財務課契約担当 廃棄
財務課 物品管理関係 その他 平成30年度廃棄と使用者変更 財務課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 財務課 財務課契約担当 廃棄
財務課 物品管理関係 その他 平成31年度廃棄と使用者変更 財務課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務課 財務課契約担当 廃棄
財務課 物品管理関係 その他 令和２年度廃棄と使用者変更 財務課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 財務課 財務課契約担当 廃棄
財務課 物品管理関係 その他 寄付物品申出書譲受関係　28年度 財務課 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 財務課 財務課契約担当 廃棄
財務課 物品管理関係 その他 寄付物品申出書譲受関係　29年度 財務課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 財務課 財務課契約担当 廃棄
財務課 物品管理関係 その他 寄付物品申出書譲受関係　30年度 財務課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 財務課 財務課契約担当 廃棄
財務課 物品管理関係 その他 寄付物品申出書譲受関係　31年度 財務課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務課 財務課契約担当 廃棄
財務課 物品管理関係 その他 寄付物品申出書譲受関係　令和2年度 財務課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 財務課 財務課契約担当 廃棄

財務課 物品管理関係 その他 借受書　28年度～ 財務課
2017年4月1日
2016年4月1日

5年
2022年3月31日
2021年3月31日

紙 財務課 財務課契約担当 廃棄

財務課 物品管理関係 帳簿 物品番号簿Ａ動力機械類 会計課 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 財務課 財務課契約担当 廃棄
財務課 物品管理関係 帳簿 物品番号簿Ｂ電気機械類 会計課 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 財務課 財務課契約担当 廃棄
財務課 物品管理関係 帳簿 物品番号簿Ｃ工作加工機械類 会計課 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 財務課 財務課契約担当 廃棄
財務課 物品管理関係 帳簿 物品番号簿Ｆ農業用機械類 会計課 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 財務課 財務課契約担当 廃棄
財務課 物品管理関係 帳簿 物品番号簿Ｊ印刷製本用機械類 会計課 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 財務課 財務課契約担当 廃棄
財務課 物品管理関係 帳簿 物品番号簿Ｍ光学機械類 会計課 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 財務課 財務課契約担当 廃棄
財務課 物品管理関係 帳簿 物品番号簿Ｎ写真及び映写用機械類 会計課 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 財務課 財務課契約担当 廃棄
財務課 物品管理関係 帳簿 物品番号簿Ｐ医療用器械類 会計課 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 財務課 財務課契約担当 廃棄
財務課 物品管理関係 帳簿 物品番号簿Ｑ事務用機械類（３分冊） 会計課 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 財務課 財務課契約担当 廃棄
財務課 物品管理関係 帳簿 物品番号簿Ｒ車両類 会計課 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 財務課 財務課契約担当 廃棄
財務課 物品管理関係 帳簿 物品番号簿Ｓ諸機械類（３分冊） 会計課 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 財務課 財務課契約担当 廃棄
財務課 物品管理関係 帳簿 物品番号簿イ標本 会計課 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 財務課 財務課契約担当 廃棄
財務課 物品管理関係 帳簿 物品番号簿い理化学用器具類 会計課 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 財務課 財務課契約担当 廃棄
財務課 物品管理関係 帳簿 物品番号簿う身体検査用計器類 会計課 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 財務課 財務課契約担当 廃棄
財務課 物品管理関係 帳簿 物品番号簿ウ動物 会計課 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 財務課 財務課契約担当 廃棄
財務課 物品管理関係 帳簿 物品番号簿お諸器具類 会計課 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 財務課 財務課契約担当 廃棄
財務課 物品管理関係 帳簿 物品番号簿か掲示用器具類 会計課 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 財務課 財務課契約担当 廃棄
財務課 物品管理関係 帳簿 物品番号簿ケ被服及び寝具（２分冊） 会計課 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 財務課 財務課契約担当 廃棄
財務課 物品管理関係 帳簿 物品番号簿そ採暖用器具類 会計課 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 財務課 財務課契約担当 廃棄
財務課 物品管理関係 帳簿 物品番号簿た印刷製本用器具類 会計課 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 財務課 財務課契約担当 廃棄
財務課 物品管理関係 帳簿 物品番号簿ち事務用器具類 会計課 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 財務課 財務課契約担当 廃棄
財務課 物品管理関係 帳簿 物品番号簿つ消火用器具類 会計課 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 財務課 財務課契約担当 廃棄
財務課 物品管理関係 帳簿 物品番号簿と医療用器具類 会計課 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 財務課 財務課契約担当 廃棄
財務課 物品管理関係 帳簿 物品番号簿な工具類 会計課 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 財務課 財務課契約担当 廃棄
財務課 物品管理関係 帳簿 物品番号簿ぬ椅子類（１０分冊） 会計課 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 財務課 財務課契約担当 廃棄
財務課 物品管理関係 帳簿 物品番号簿ね農水産用具類 会計課 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 財務課 財務課契約担当 廃棄
財務課 物品管理関係 帳簿 物品番号簿の運搬用器具類 会計課 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 財務課 財務課契約担当 廃棄
財務課 物品管理関係 帳簿 物品番号簿は度量及び計器類 会計課 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 財務課 財務課契約担当 廃棄
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結果
財務課 物品管理関係 帳簿 物品番号簿へ楽器類 会計課 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 財務課 財務課契約担当 廃棄
財務課 物品管理関係 帳簿 物品番号簿ほ運動用具類（２分冊） 会計課 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 財務課 財務課契約担当 廃棄
財務課 物品管理関係 帳簿 物品番号簿む炊事用具類 会計課 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 財務課 財務課契約担当 廃棄
財務課 物品管理関係 帳簿 物品番号簿よ製図及び測量用器具類 会計課 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 財務課 財務課契約担当 廃棄
財務課 物品管理関係 帳簿 物品番号簿ら衛生及び清掃用具類 会計課 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 財務課 財務課契約担当 廃棄
財務課 物品管理関係 帳簿 物品番号簿り机類（６分冊） 会計課 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 財務課 財務課契約担当 廃棄
財務課 物品管理関係 帳簿 物品番号簿る書庫及び戸棚類 会計課 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 財務課 財務課契約担当 廃棄
財務課 物品管理関係 帳簿 物品番号簿れ照明用器具類 会計課 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 財務課 財務課契約担当 廃棄
財務課 物品管理関係 帳簿 物品番号簿ろ光学用器具類 会計課 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 財務課 財務課契約担当 廃棄
財務課 物品管理関係 帳簿 物品番号簿わ衝立類 会計課 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 財務課 財務課契約担当 廃棄
財務課 物品管理関係 帳簿 物品番号簿ゐ厚生用器具類 会計課 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 財務課 財務課契約担当 廃棄
財務課 物品管理関係 帳簿 物品番号簿を箱類 会計課 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 財務課 財務課契約担当 廃棄
財務課 予算配分予算関係 学内配分 平成２６年度学長裁量経費 財務課 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 財務課 財務課司計担当 廃棄
財務課 予算配分予算関係 学内配分 平成２６年度収入・支出予算 財務課 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 財務課 財務課司計担当 廃棄
財務課 予算配分予算関係 学内配分 平成２６年度予算配分通知 財務課 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 財務課 財務課司計担当 廃棄
財務課 予算配分予算関係 学内配分 平成２７年度学長裁量経費 財務課 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 財務課 財務課司計担当 廃棄
財務課 予算配分予算関係 学内配分 平成２７年度収入・支出予算 財務課 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 財務課 財務課司計担当 廃棄
財務課 予算配分予算関係 学内配分 平成２７年度予算配分通知 財務課 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 財務課 財務課司計担当 廃棄
財務課 予算配分予算関係 学内配分 平成２８年度学長裁量経費 財務課 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 財務課 財務課司計担当 廃棄
財務課 予算配分予算関係 学内配分 平成２８年度収入・支出予算 財務課 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 財務課 財務課司計担当 廃棄
財務課 予算配分予算関係 学内配分 平成２８年度予算配分通知 財務課 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 財務課 財務課司計担当 廃棄
財務課 予算配分予算関係 学内配分 平成２９年度学長裁量経費 財務課 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 財務課 財務課司計担当 廃棄
財務課 予算配分予算関係 学内配分 平成２９年度収入・支出予算 財務課 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 財務課 財務課司計担当 廃棄
財務課 予算配分予算関係 学内配分 平成２９年度予算配分通知 財務課 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 財務課 財務課司計担当 廃棄
財務課 予算配分予算関係 学内配分 平成３０年度学長裁量経費 財務課 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 財務課 財務課司計担当 廃棄
財務課 予算配分予算関係 学内配分 平成３０年度収入・支出予算 財務課 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 財務課 財務課司計担当 廃棄
財務課 予算配分予算関係 学内配分 平成３０年度予算配分通知 財務課 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 財務課 財務課司計担当 廃棄
財務課 予算配分予算関係 学内配分 平成３１年度学長裁量経費 財務課 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 財務課 財務課司計担当 廃棄
財務課 予算配分予算関係 学内配分 平成３１年度収入・支出予算 財務課 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 財務課 財務課司計担当 廃棄
財務課 予算配分予算関係 学内配分 平成３１年度予算配分通知 財務課 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 財務課 財務課司計担当 廃棄
財務課 予算関係 学内配分 令和２年度学長裁量経費 財務課 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 財務課 財務課司計担当 廃棄
財務課 予算関係 学内配分 令和２年度収入・支出予算 財務課 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 財務課 財務課司計担当 廃棄
財務課 予算関係 学内配分 令和２年度予算配分関係（当初予算） 財務課 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 財務課 財務課司計担当 廃棄
財務課 予算関係 学内配分 令和２年度予算配分関係（一般予算） 財務課 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 財務課 財務課司計担当 廃棄
財務課 予算関係 学内配分 令和２年度予算配分関係（外部資金・寄附金等） 財務課 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 財務課 財務課司計担当 廃棄
財務課 予算要求予算関係 新規概算 平成２３年度国立大学施設整備費補助金（大学教育研究特別整備費：58億円事業） 財務課 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 財務課 財務課司計担当 廃棄
財務課 予算要求予算関係 新規概算 平成２３年度概算要求書 会計課 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 財務課 財務課司計担当 廃棄
財務課 予算要求予算関係 新規概算 平成２４年度概算要求書 財務課 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 財務課 財務課司計担当 廃棄
財務課 予算要求予算関係 新規概算 平成２５年度概算要求書 財務課 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 財務課 財務課司計担当 廃棄
財務課 予算要求予算関係 新規概算 平成２６年度概算要求書 財務課 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 財務課 財務課司計担当 廃棄
財務課 予算要求予算関係 新規概算 平成２６年度大学改革強化推進補助金（特定支援型） 財務課 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 財務課 財務課司計担当 廃棄
財務課 予算要求予算関係 新規概算 平成２７年度概算要求書 財務課 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 財務課 財務課司計担当 廃棄
財務課 予算要求予算関係 新規概算 平成２７年度大学改革強化推進補助金（特定支援型） 財務課 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 財務課 財務課司計担当 廃棄
財務課 予算要求予算関係 新規概算 平成２８年度（平成２９年度）概算要求書 財務課 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 財務課 財務課司計担当 廃棄
財務課 予算要求予算関係 新規概算 平成２８年度補正予算（第二号）（設備整備費補助金等） 財務課 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 財務課 財務課司計担当 廃棄
財務課 予算要求予算関係 新規概算 平成２８年度大学改革強化推進補助金（特定支援型） 財務課 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 財務課 財務課司計担当 廃棄
財務課 予算要求予算関係 新規概算 平成２９年度（平成３０年度）概算要求書 財務課 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 財務課 財務課司計担当 廃棄
財務課 予算要求予算関係 新規概算 平成３０年度（平成３１年度）概算要求書 財務課 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 財務課 財務課司計担当 廃棄
財務課 予算要求予算関係 新規概算 平成３１年度（令和２年度）概算要求書 財務課 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 財務課 財務課司計担当 廃棄
財務課 予算関係 新規概算 令和２年度（令和３年度）概算要求関係 財務課 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 財務課 財務課司計担当 廃棄
財務課 予算要求予算関係 新規概算補助金 令和元年度補正予算GIGAスクール設備費補助金 財務課 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 財務課 財務課司計担当 廃棄
財務課 予算関係 補助金 令和２年度補正予算（第一号・第二号）関係 財務課 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 財務課 財務課司計担当 廃棄
財務課 予算関係 補助金 令和２年度補正予算（第三号）関係 財務課 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 財務課 財務課司計担当 廃棄
財務課 予算関係 補助金 令和２年度奈良県緊急環境整備事業補助金関係 財務課 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 財務課 財務課司計担当 廃棄
財務課 予算要求予算関係 調書 平成２３年度収入・支出予算額調 会計課 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 財務課 財務課司計担当 廃棄
財務課 予算要求予算関係 調書 平成２４年度収入・支出予算額調 財務課 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 財務課 財務課司計担当 廃棄
財務課 予算要求予算関係 調書 平成２５年度収入・支出予算額調 財務課 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 財務課 財務課司計担当 廃棄
財務課 予算要求予算関係 調書 平成２６年度収入・支出予算額調 財務課 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 財務課 財務課司計担当 廃棄
財務課 予算要求予算関係 調書 平成２７年度収入・支出予算額調 財務課 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 財務課 財務課司計担当 廃棄
財務課 予算要求予算関係 調書 平成２８年度収入・支出予算額調 財務課 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 財務課 財務課司計担当 廃棄
財務課 予算要求予算関係 調書 平成２９年度収入・支出予算額調 財務課 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 財務課 財務課司計担当 廃棄
財務課 予算要求予算関係 調書 平成３０年度収入・支出予算額調 財務課 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 財務課 財務課司計担当 廃棄
財務課 予算要求予算関係 調書 平成３１年度収入・支出予算額調 財務課 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 財務課 財務課司計担当 廃棄
財務課 予算関係 調書 令和２年度収入・支出予定額調 財務課 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 財務課 財務課司計担当 廃棄
財務課 旅費 命令簿 平成２８年度口座振込依頼書 財務課 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 財務課 財務課経理担当 廃棄
財務課 旅費 命令簿 平成２８年度旅行命令簿 財務課 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 財務課 財務課経理担当 廃棄
財務課 旅費 命令簿 平成２９年度口座振込依頼書 財務課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 財務課 財務課経理担当 廃棄
財務課 旅費 命令簿 平成２９年度旅行命令簿 財務課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 財務課 財務課経理担当 廃棄
財務課 旅費 命令簿 平成３０年度口座振込依頼書 財務課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 財務課 財務課経理担当 廃棄
財務課 旅費 命令簿 平成３０年度旅行命令簿 財務課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 財務課 財務課経理担当 廃棄
財務課 旅費 命令簿 平成３１･令和元年度口座振込依頼書 財務課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務課 財務課経理担当 廃棄
財務課 旅費 命令簿 平成３１･令和元年度旅行命令簿 財務課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務課 財務課経理担当 廃棄
財務課 旅費 命令簿 令和２年度口座振込依頼書 財務課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 財務課 財務課経理担当 廃棄
財務課 旅費 命令簿 令和２年度旅行命令簿 財務課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 財務課 財務課経理担当 廃棄
財務課 外部資金 科学研究費補助金 平成２６年度科学研究費補助金支払決議書 財務課 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 財務課 財務課経理担当 廃棄
財務課 外部資金 科学研究費補助金 平成２７年度科学研究費補助金支払決議書 財務課 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 財務課 財務課経理担当 廃棄
財務課 外部資金 科学研究費補助金 平成２８年度　科学研究費助成事業　収支計算書 財務課 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 財務課 財務課経理担当 廃棄
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結果
財務課 外部資金 科学研究費補助金 平成２９年度科学研究費助成事業収支計算書 財務課 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 財務課 財務課経理担当 廃棄
財務課 外部資金 科学研究費補助金 平成３０年度科学研究費助成事業収支計算書 財務課 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 財務課 財務課経理担当 廃棄
財務課 外部資金 科学研究費補助金 平成３１･令和元年度科学研究費助成事業収支計算書 財務課 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 財務課 財務課経理担当 廃棄
財務課 外部資金 科学研究費補助金 令和２年度科学研究費助成事業収支計算書 財務課 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 財務課 財務課経理担当 廃棄
財務課 外部資金 受託研究 平成２６年度　受託研究　収支計算書 財務課 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 財務課 財務課経理担当 廃棄
財務課 外部資金 受託研究 平成２７年度　受託研究　収支計算書 財務課 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 財務課 財務課経理担当 廃棄
財務課 外部資金 受託研究 平成２８年度　受託研究　収支計算書 財務課 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 財務課 財務課経理担当 廃棄
財務課 外部資金 受託研究 平成２９年度　受託研究　収支計算書 財務課 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 財務課 財務課経理担当 廃棄
財務課 外部資金 受託研究 平成３０年度　受託研究　収支計算書 財務課 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 財務課 財務課経理担当 廃棄
財務課 外部資金 受託研究 平成３１･令和元年度　受託研究　収支計算書 財務課 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 財務課 財務課経理担当 廃棄
財務課 外部資金 受託研究 令和２年度　受託研究　収支計算書 財務課 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 財務課 財務課経理担当 廃棄
財務課 外部資金 受託事業 平成２６年度　受託事業　収支計算書 財務課 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 財務課 財務課経理担当 廃棄
財務課 外部資金 受託事業 平成２７年度　受託事業　収支計算書 財務課 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 財務課 財務課経理担当 廃棄
財務課 外部資金 受託事業 平成２８年度　受託事業　収支計算書 財務課 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 財務課 財務課経理担当 廃棄
財務課 外部資金 受託事業 平成２９年度　受託事業　収支計算書 財務課 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 財務課 財務課経理担当 廃棄
財務課 外部資金 受託事業 平成３０年度　受託事業　収支計算書 財務課 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 財務課 財務課経理担当 廃棄
財務課 外部資金 受託事業 平成３１･令和元年度　受託事業　収支計算書 財務課 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 財務課 財務課経理担当 廃棄
財務課 外部資金 受託事業 令和２年度　受託事業　収支計算書 財務課 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 財務課 財務課経理担当 廃棄
財務課 外部資金 共同研究 平成２９年度　共同研究　収支計算書 財務課 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 財務課 財務課経理担当 廃棄
財務課 外部資金 共同研究 平成３０年度　共同研究　収支計算書 財務課 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 財務課 財務課経理担当 廃棄
財務課 外部資金 共同研究 平成３１･令和元年度　共同研究　収支計算書 財務課 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 財務課 財務課経理担当 廃棄
財務課 外部資金 共同研究 令和２年度　共同研究　収支計算書 財務課 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 財務課 財務課経理担当 廃棄
財務課 外部資金 科学研究費補助金 平成２６年度科学研究費分担金収支簿 財務課 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 財務課 財務課経理担当 廃棄
財務課 外部資金 科学研究費補助金 平成２７年度科学研究費分担金収支簿 財務課 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 財務課 財務課経理担当 廃棄
財務課 外部資金 科学研究費補助金 平成２８年度科学研究費分担金収支簿 財務課 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 財務課 財務課経理担当 廃棄
財務課 外部資金 科学研究費補助金 平成２９年度科学研究費分担金収支簿 財務課 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 財務課 財務課経理担当 廃棄
財務課 外部資金 科学研究費補助金 平成３０年度科学研究費分担金収支簿 財務課 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 財務課 財務課経理担当 廃棄
財務課 外部資金 科学研究費補助金 平成３１･令和元年度科学研究費分担金収支簿 財務課 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 財務課 財務課経理担当 廃棄
財務課 外部資金 科学研究費補助金 令和２年度科学研究費分担金収支簿 財務課 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 財務課 財務課経理担当 廃棄
財務課 外部資金 科学研究費補助金 平成２６年度科学研究費助成事業（２分冊） 財務課 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 財務課 財務課経理担当 廃棄
財務課 外部資金 科学研究費補助金 平成２７年度科学研究費助成事業（２分冊） 財務課 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 財務課 財務課経理担当 廃棄
財務課 外部資金 科学研究費補助金 平成２８年度科学研究費助成事業（２分冊） 財務課 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 財務課 財務課経理担当 廃棄
財務課 外部資金 科学研究費補助金 平成２９年度科学研究費助成事業（２分冊） 財務課 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 財務課 財務課経理担当 廃棄
財務課 外部資金 科学研究費補助金 平成３０年度科学研究費助成事業（２分冊） 財務課 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 財務課 財務課経理担当 廃棄
財務課 外部資金 科学研究費補助金 平成３１･令和元年度科学研究費助成事業（２分冊） 財務課 2020年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 財務課 財務課経理担当 廃棄
財務課 外部資金 科学研究費補助金 令和２年度科学研究費助成事業（２分冊） 財務課 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 財務課 財務課経理担当 廃棄
財務課 その他 調書 平成２８年度　調書・報告書 財務課 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 財務課 財務課経理担当 廃棄
財務課 その他 調書 平成２９年度　調書・報告書 財務課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 財務課 財務課経理担当 廃棄
財務課 その他 調書 平成３０年度　調書・報告書 財務課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 財務課 財務課経理担当 廃棄
財務課 その他 調書 平成３１･令和元年度　調書・報告書 財務課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務課 財務課経理担当 廃棄
財務課 その他 調書 令和２年度　調書・報告書 財務課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 財務課 財務課経理担当 廃棄
財務課 旅費・謝金 その他 平成２９年度　旅費・謝金関係 財務課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 財務課 財務課経理担当 廃棄
財務課 旅費・謝金 その他 平成３０年度　旅費・謝金関係 財務課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 財務課 財務課経理担当 廃棄
財務課 旅費・謝金 その他 平成３１･令和元年度　旅費・謝金関係 財務課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務課 財務課経理担当 廃棄
財務課 旅費・謝金 その他 令和２年度　旅費・謝金関係 財務課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 財務課 財務課経理担当 廃棄
施設課 学校財産関係 防火管理 平成２３年度消防用設備点検結果等報告書 施設課 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 管理棟１階書類倉庫 施設課施設担当 廃棄
施設課 学校財産関係 防火管理 平成２４年度消防用設備点検結果等報告書 施設課 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 施設課作業室 施設課施設担当 廃棄
施設課 学校財産関係 防火管理 平成２５年度消防用設備点検結果等報告書 施設課 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 施設課作業室 施設課施設担当 廃棄
施設課 学校財産関係 防火管理 平成２６年度消防用設備点検結果等報告書 施設課 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 施設課作業室 施設課施設担当 廃棄
施設課 学校財産関係 防火管理 平成２７年度消防用設備点検結果等報告書 施設課 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 施設課作業室 施設課施設担当 廃棄
施設課 学校財産関係 防火管理 平成２８年度消防用設備点検結果等報告書 施設課 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 施設課作業室 施設課施設担当 廃棄
施設課 学校財産関係 防火管理 平成２９年度消防用設備点検結果等報告書 施設課 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 施設課作業室 施設課施設担当 廃棄
施設課 学校財産関係 防火管理 平成３０年度消防用設備点検結果等報告書 施設課 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 施設課作業室 施設課施設担当 廃棄
施設課 学校財産関係 防火管理 令和元年度消防用設備点検結果等報告書 施設課 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 施設課作業室 施設課施設担当 廃棄
施設課 学校財産関係 防火管理 令和２年度消防用設備点検結果等報告書 施設課 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 施設課作業室 施設課施設担当 廃棄
施設課 契約関係 建築工事等 平成２８年度工事依頼書 施設課 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 施設課 施設課企画担当 廃棄
施設課 契約関係 建築工事等 平成２８年度工事契約決裁書類（施工伺い、契約伺い） 施設課 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 施設課 施設課企画担当 廃棄
施設課 契約関係 建築工事等 平成２８年度工事成績評定 施設課 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 施設課 施設課企画担当 廃棄
施設課 契約関係 建築工事等 平成２８年度予定価格算出内訳書 施設課 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 施設課 施設課企画担当 廃棄
施設課 契約関係 建築工事等 平成２９年度工事依頼書 施設課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 施設課 施設課企画担当 廃棄
施設課 契約関係 建築工事等 平成２９年度工事契約決裁書類（施工伺い、契約伺い） 施設課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 施設課 施設課企画担当 廃棄
施設課 契約関係 建築工事等 平成２９年度工事成績評定 施設課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 施設課 施設課企画担当 廃棄
施設課 契約関係 建築工事等 平成２９年度予定価格算出内訳書 施設課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 施設課 施設課企画担当 廃棄
施設課 契約関係 建築工事等 平成３０年度工事依頼書 施設課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 施設課 施設課企画担当 廃棄
施設課 契約関係 建築工事等 平成３０年度工事契約決裁書類（施工伺い、契約伺い） 施設課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 施設課 施設課企画担当 廃棄
施設課 契約関係 建築工事等 平成３０年度工事成績評定 施設課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 施設課 施設課企画担当 廃棄
施設課 契約関係 建築工事等 平成３０年度予定価格算出内訳書 施設課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 施設課 施設課企画担当 廃棄
施設課 契約関係 建築工事等 令和元年度工事依頼書 施設課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 施設課 施設課企画担当 廃棄
施設課 契約関係 建築工事等 令和元年度工事契約決裁書類（施工伺い、契約伺い） 施設課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 施設課 施設課企画担当 廃棄
施設課 契約関係 建築工事等 令和元年度工事成績評定 施設課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 施設課 施設課企画担当 廃棄
施設課 契約関係 建築工事等 令和元年度予定価格算出内訳書 施設課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 施設課 施設課企画担当 廃棄
施設課 契約関係 建築工事等 令和２年度工事依頼書 施設課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 施設課 施設課企画担当 廃棄
施設課 契約関係 建築工事等 令和２年度工事契約決裁書類（施工伺い、契約伺い） 施設課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 施設課 施設課企画担当 廃棄
施設課 契約関係 建築工事等 令和２年度工事成績評定 施設課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 施設課 施設課企画担当 廃棄
施設課 契約関係 建築工事等 令和２年度予定価格算出内訳書 施設課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 施設課 施設課企画担当 廃棄
施設課 施設整備関係 建築工事等 現場管理書類（工事連絡書等）（２８年度） 施設課 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 施設課 施設課施設担当・設備担当 廃棄
施設課 施設整備関係 建築工事等 積算根拠（２８年度） 施設課 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 施設課 施設課施設担当・設備担当 廃棄
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結果
施設課 施設整備関係 建築工事等 現場管理書類（工事連絡書等）（２９年度） 施設課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 施設課 施設課施設担当・設備担当 廃棄
施設課 施設整備関係 建築工事等 積算根拠（２９年度） 施設課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 施設課 施設課施設担当・設備担当 廃棄
施設課 施設整備関係 建築工事等 現場管理書類（工事連絡書等）（Ｈ３０年度） 施設課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 施設課 施設課施設担当・設備担当 廃棄
施設課 施設整備関係 建築工事等 積算根拠（Ｈ３０年度） 施設課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 施設課 施設課施設担当・設備担当 廃棄
施設課 施設整備関係 建築工事等 現場管理書類（工事連絡書等）（R０１年度） 施設課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 施設課 施設課施設担当・設備担当 廃棄
施設課 施設整備関係 建築工事等 積算根拠（R01年度） 施設課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 施設課 施設課施設担当・設備担当 廃棄
施設課 施設整備関係 建築工事等 現場管理書類（工事連絡書等）（R０２年度） 施設課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 施設課 施設課施設担当・設備担当 廃棄
施設課 施設整備関係 建築工事等 積算根拠（R02年度） 施設課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 施設課 施設課施設担当・設備担当 廃棄
施設課 施設整備関係 実態報告 施設実態調査台帳（建物等、ライフライン） 施設課 1968年4月1日 常用（無期限） ＦＰＤと紙施設課 施設課企画担当 廃棄
施設課 施設整備関係 その他 諸官庁の届出書類（ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管及び処分状況等届出書等） 施設課 2000年4月1日 1年（当該施設廃止後） 紙 施設課 施設課施設担当 廃棄
施設課 施設整備関係 建物等施設整備 工事完了届 施設課 2000年4月1日 1年（当該施設廃止後） 紙 施設課 施設課企画担当 廃棄
施設課 施設整備関係 建物等施設整備 計画通知書 施設課 2000年4月1日 1年（当該施設廃止後） 紙 施設課 施設課企画担当 廃棄
施設課 施設整備関係 建物等施設整備 建築工事届 施設課 2000年4月1日 1年（当該施設廃止後） 紙 施設課 施設課企画担当 廃棄
施設課 施設整備関係 建物等施設整備 建築物除去届 施設課 2000年4月1日 1年（当該施設廃止後） 紙 施設課 施設課企画担当 廃棄
施設課 施設整備関係 建物等施設整備 中高層建築物事前協議書 施設課 2000年4月1日 1年（当該施設廃止後） 紙 施設課 施設課企画担当 廃棄
施設課 施設整備関係 建物等施設整備 風致地区内行為協議書 施設課 2000年4月1日 1年（当該施設廃止後） 紙 施設課 施設課企画担当 廃棄
施設課 施設整備関係 建物等施設整備 埋蔵文化財発掘の通知 施設課 2000年4月1日 1年（当該施設廃止後） 紙 施設課 施設課企画担当 廃棄
施設課 施設整備関係 建物等施設整備 定期調査報告 施設課 2004年10月1日 1年（当該施設廃止後） 紙 施設課 施設課企画担当 廃棄
施設課 施設整備関係 建物等施設整備 平成２８年度保全業務点検日誌 施設課 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 施設課 施設課施設担当・設備担当 廃棄
施設課 施設整備関係 建物等施設整備 平成２９年度保全業務点検日誌 施設課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 施設課 施設課施設担当・設備担当 廃棄
施設課 施設整備関係 建物等施設整備 平成３０年度保全業務点検日誌 施設課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 施設課 施設課施設担当・設備担当 廃棄
施設課 施設整備関係 建物等施設整備 令和元年度保全業務点検日誌 施設課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 施設課 施設課施設担当・設備担当 廃棄
施設課 施設整備関係 建物等施設整備 令和２年度保全業務点検日誌 施設課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 施設課 施設課施設担当・設備担当 廃棄
施設課 施設整備関係 現有建物工事原図 しゅん功写真 施設課 1968年4月1日 常用（無期限） 紙 施設課作業室 施設課施設担当・設備担当 廃棄
施設課 施設整備関係 現有建物工事原図 しゅん功図 施設課 1968年4月1日 常用（無期限） 紙 施設課作業室 施設課施設担当・設備担当 廃棄
施設課 施設整備関係 現有建物工事原図 設計計算書 施設課 1968年4月1日 常用（無期限） 紙 施設課作業室 施設課施設担当・設備担当 廃棄
施設課 施設整備関係 現有建物工事原図 設計図書（現場説明書、特記仕様書含む） 施設課 1968年4月1日 常用（無期限） 紙 施設課作業室 施設課施設担当・設備担当 廃棄
施設課 施設整備関係 施設整備計画 施設長期計画書（キャンパスマスタープラン） 施設課 1968年4月1日 常用（無期限） 紙 施設課 施設課企画担当 廃棄
施設課 服務・福祉 休暇 休暇簿（Ｈ２８年） 施設課 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 施設課 施設課企画担当 廃棄
施設課 服務・福祉 休暇 休暇簿（Ｈ２９年） 施設課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 施設課 施設課企画担当 廃棄
施設課 服務・福祉 休暇 休暇簿（Ｈ３０年） 施設課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 施設課 施設課企画担当 廃棄
施設課 服務・福祉 休暇 休暇簿（R01年） 施設課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 施設課 施設課企画担当 廃棄
施設課 服務・福祉 勤務時間管理 勤務時間命令簿（Ｈ２８年） 施設課 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 施設課 施設課副課長 廃棄
施設課 服務・福祉 勤務時間管理 出勤簿（Ｈ２８年） 施設課 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 施設課 施設課企画担当 廃棄
施設課 服務・福祉 勤務時間管理 勤務時間命令簿（Ｈ２９年） 施設課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 施設課 施設課副課長 廃棄
施設課 服務・福祉 勤務時間管理 出勤簿（Ｈ２９年） 施設課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 施設課 施設課企画担当 廃棄
施設課 服務・福祉 勤務時間管理 勤務時間命令簿（Ｈ３０年） 施設課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 施設課 施設課副課長 廃棄
施設課 服務・福祉 勤務時間管理 出勤簿（Ｈ３０年） 施設課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 施設課 施設課企画担当 廃棄
施設課 服務・福祉 勤務時間管理 勤務時間命令簿（R01年） 施設課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 施設課 施設課副課長 廃棄
施設課 服務・福祉 勤務時間管理 出勤簿（R01年） 施設課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 施設課 施設課企画担当 廃棄
施設課 服務・福祉 出張 平成２８年度出張復命書 施設課 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 施設課作業室 施設課企画担当 廃棄
施設課 服務・福祉 出張 平成２９年度出張復命書 施設課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 施設課作業室 施設課企画担当 廃棄
施設課 服務・福祉 出張 平成３０年度出張復命書 施設課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 施設課作業室 施設課企画担当 廃棄
施設課 服務・福祉 出張 令和元年度出張復命書 施設課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 施設課作業室 施設課企画担当 廃棄
施設課 服務・福祉 出張 令和２年度出張復命書 施設課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 施設課作業室 施設課企画担当 廃棄
施設課 文書関係 文書処理簿 平成２８年度文書発行簿 施設課 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 施設課作業室 施設課企画担当 廃棄
施設課 文書関係 文書処理簿 平成２９年度文書発行簿 施設課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 施設課作業室 施設課企画担当 廃棄
施設課 文書関係 文書処理簿 平成３０年度文書発行簿 施設課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 施設課作業室 施設課企画担当 廃棄
施設課 文書関係 文書処理簿 令和元年度文書発行簿 施設課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 施設課作業室 施設課企画担当 廃棄
施設課 文書関係 文書処理簿 令和２年度文書発行簿 施設課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 施設課作業室 施設課企画担当 廃棄
施設課 会議等 委員会等 安全衛生委員会安全専門部会議事録 施設課 2005年4月1日 常用（無期限） 紙 施設課 施設課企画担当 廃棄
施設課 会議等 委員会等 施設整備委員会議事録 施設課 2005年4月1日 常用（無期限） 紙 施設課 施設課企画担当 廃棄
施設課 規程・例規等 文部省からの諸令達・通達・規程公正入札調査委員会の設置について 施設課 1995年6月14日 常用（無期限） 紙 施設課 施設課企画担当 廃棄
施設課 規程・例規等 文部省からの諸令達・通達・規程建設コンサルタント選定委員会規程 施設課 1997年12月8日 常用（無期限） 紙 施設課 施設課企画担当 廃棄
施設課 規程・例規等 文部省からの諸令達・通達・規程競争参加資格等審査委員会設置要項 施設課 1998年12月18日 常用（無期限） 紙 施設課 施設課企画担当 廃棄
施設課 物品管理 管理・供用等 物品使用簿 施設課 1979年4月1日 1年（当該資産廃止後） 紙 施設課 施設課企画担当 廃棄
施設課 予算関係 概算要求関係 平成２４年度施設整備費概算要求書 施設課 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 施設課作業室 施設課企画担当 廃棄
施設課 予算関係 概算要求関係 平成２５年度施設整備費概算要求書 施設課 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 施設課作業室 施設課企画担当 廃棄
施設課 予算関係 概算要求関係 平成２６年度施設整備費概算要求書 施設課 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 施設課 施設課企画担当 廃棄
施設課 予算関係 概算要求関係 平成２７年度施設整備費概算要求書 施設課 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 施設課 施設課企画担当 廃棄
施設課 予算関係 概算要求関係 平成２８年度施設整備費概算要求書 施設課 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 施設課 施設課企画担当 廃棄
施設課 予算関係 概算要求関係 平成２９年度施設整備費概算要求書 施設課 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 施設課 施設課企画担当 廃棄
施設課 予算関係 概算要求関係 平成３０年度施設整備費概算要求書 施設課 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 施設課 施設課企画担当 廃棄
施設課 予算関係 概算要求関係 平成３１年度施設整備費概算要求書 施設課 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 施設課 施設課企画担当 廃棄
施設課 予算関係 概算要求関係 令和２年度施設整備費概算要求書 施設課 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 施設課 施設課企画担当 廃棄
施設課 予算関係 概算要求関係 令和３年度施設整備費概算要求書 施設課 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 施設課 施設課企画担当 廃棄
総務課 給与関係 給与口座振込書 平成２８年度給与口座振込依頼書 総務課 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 総務課事務室 総務課給与担当 廃棄
総務課 給与関係 給与口座振込書 平成２９年度給与口座振込依頼書 総務課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 総務課事務室 総務課給与担当 廃棄
総務課 給与関係 給与口座振込書 平成３０年度給与口座振込依頼書 総務課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 総務課事務室 総務課給与担当 廃棄
総務課 給与関係 給与口座振込書 平成３１年度給与口座振込依頼書 総務課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 総務課事務室 総務課給与担当 廃棄
総務課 給与関係 給与口座振込書 令和２年度給与口座振込依頼書 総務課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 総務課事務室 総務課給与担当 廃棄
総務課 給与関係 給与支給 平成２６年職員別給与簿 総務企画課 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 総務課事務室 総務課給与担当 廃棄
総務課 給与関係 給与支給 平成２６年度基準給与簿 総務企画課 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 総務課事務室 総務課給与担当 廃棄
総務課 給与関係 給与支給 平成２７年職員別給与簿 総務課 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 総務課事務室 総務課給与担当 廃棄
総務課 給与関係 給与支給 平成２７年度基準給与簿 総務課 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 総務課事務室 総務課給与担当 廃棄
総務課 給与関係 給与支給 平成２８年度基準給与簿 総務課 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 総務課事務室 総務課給与担当 廃棄
総務課 給与関係 給与支給 平成２９年度基準給与簿 総務課 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 総務課事務室 総務課給与担当 廃棄
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結果
総務課 給与関係 給与支給 平成３０年度基準給与簿 総務課 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 総務課事務室 総務課給与担当 廃棄
総務課 給与関係 給与支給 平成３１年度基準給与簿 総務課 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 総務課事務室 総務課給与担当 廃棄
総務課 給与関係 給与支給 令和２年度基準給与簿 総務課 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 総務課事務室 総務課給与担当 廃棄
総務課 給与関係 給与支払報告書 平成２６年給与支払報告書 総務企画課 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 総務課事務室 総務課給与担当 廃棄
総務課 給与関係 給与支払報告書 平成２７年給与支払報告書 総務課 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 総務課事務室 総務課給与担当 廃棄
総務課 給与関係 給与支払報告書 平成２８年給与支払報告書 総務課 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 総務課事務室 総務課給与担当 廃棄
総務課 給与関係 給与支払報告書 平成２９年給与支払報告書 総務課 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 総務課事務室 総務課給与担当 廃棄
総務課 給与関係 給与支払報告書 平成３０年給与支払報告書 総務課 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 総務課事務室 総務課給与担当 廃棄
総務課 給与関係 給与支払報告書 平成３１年給与支払報告書 総務課 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 総務課事務室 総務課給与担当 廃棄
総務課 給与関係 給与支払報告書 令和２年給与支払報告書 総務課 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 総務課事務室 総務課給与担当 廃棄
総務課 給与関係 給与所得者の申告関係 平成２６年住宅取得等特別控除申告書 総務企画課 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 総務課事務室 総務課給与担当 廃棄
総務課 給与関係 給与所得者の申告関係 平成２６年分扶養控除申告書 総務企画課 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 総務課事務室 総務課給与担当 廃棄
総務課 給与関係 給与所得者の申告関係 平成２６年分保険料控除申告書 総務企画課 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 総務課事務室 総務課給与担当 廃棄
総務課 給与関係 給与所得者の申告関係 平成２７年住宅取得等特別控除申告書 総務課 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 総務課事務室 総務課給与担当 廃棄
総務課 給与関係 給与所得者の申告関係 平成２７年分扶養控除申告書 総務課 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 総務課事務室 総務課給与担当 廃棄
総務課 給与関係 給与所得者の申告関係 平成２７年分保険料控除申告書 総務課 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 総務課事務室 総務課給与担当 廃棄
総務課 給与関係 給与所得者の申告関係 平成２８年住宅取得等特別控除申告書 総務課 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 総務課事務室 総務課給与担当 廃棄
総務課 給与関係 給与所得者の申告関係 平成２８年分扶養控除申告書１ 総務課 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 総務課事務室 総務課給与担当 廃棄
総務課 給与関係 給与所得者の申告関係 平成２８年分扶養控除申告書２ 総務課 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 総務課事務室 総務課給与担当 廃棄
総務課 給与関係 給与所得者の申告関係 平成２８年分保険料控除申告書 総務課 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 総務課事務室 総務課給与担当 廃棄
総務課 給与関係 給与所得者の申告関係 平成２９年分扶養控除申告書 総務課 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 総務課事務室 総務課給与担当 廃棄
総務課 給与関係 給与所得者の申告関係 平成２９年分保険料控除申告書 総務課 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 総務課事務室 総務課給与担当 廃棄
総務課 給与関係 給与所得者の申告関係 平成３０年分扶養控除申告書 総務課 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 総務課事務室 総務課給与担当 廃棄
総務課 給与関係 給与所得者の申告関係 平成３０年分保険料控除申告書 総務課 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 総務課事務室 総務課給与担当 廃棄
総務課 給与関係 給与所得者の申告関係 平成３０年分配偶者控除申告書 総務課 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 総務課事務室 総務課給与担当 廃棄
総務課 給与関係 給与所得者の申告関係 平成３１年分扶養控除申告書 総務課 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 総務課事務室 総務課給与担当 廃棄
総務課 給与関係 給与所得者の申告関係 平成３１年分保険料控除申告書 総務課 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 総務課事務室 総務課給与担当 廃棄
総務課 給与関係 給与所得者の申告関係 平成３１年分配偶者控除申告書 総務課 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 総務課事務室 総務課給与担当 廃棄
総務課 給与関係 給与所得者の申告関係 令和２年分扶養控除申告書 総務課 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 総務課事務室 総務課給与担当 廃棄
総務課 給与関係 給与所得者の申告関係 令和２年分保険料控除申告書 総務課 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 総務課事務室 総務課給与担当 廃棄
総務課 給与関係 給与所得者の申告関係 令和２年分給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書総務課 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 総務課事務室 総務課給与担当 廃棄
総務課 給与関係 給与振込 平成２８年度給与振込一覧 総務課 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 総務課事務室 総務課給与担当 廃棄
総務課 給与関係 給与振込 平成２９年度給与振込一覧 総務課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 総務課事務室 総務課給与担当 廃棄
総務課 給与関係 給与振込 平成３０年度給与振込一覧 総務課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 総務課事務室 総務課給与担当 廃棄
総務課 給与関係 給与振込 平成３１年度給与振込一覧 総務課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 総務課事務室 総務課給与担当 廃棄
総務課 給与関係 給与振込 令和２年度給与振込一覧 総務課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 総務課事務室 総務課給与担当 廃棄
総務課 給与関係 勤務時間管理 平成２８年度勤務時間報告書１ 総務課 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 総務課事務室 総務課給与担当 廃棄
総務課 給与関係 勤務時間管理 平成２８年度勤務時間報告書２ 総務課 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 総務課事務室 総務課給与担当 廃棄
総務課 給与関係 勤務時間管理 平成２９年度勤務時間報告書１ 総務課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 総務課事務室 総務課給与担当 廃棄
総務課 給与関係 勤務時間管理 平成２９年度勤務時間報告書２ 総務課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 総務課事務室 総務課給与担当 廃棄
総務課 給与関係 勤務時間管理 平成２９年度勤務時間報告書３ 総務課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 総務課事務室 総務課給与担当 廃棄
総務課 給与関係 勤務時間管理 平成３０年度勤務時間報告書１ 総務課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 総務課事務室 総務課給与担当 廃棄
総務課 給与関係 勤務時間管理 平成３０年度勤務時間報告書２ 総務課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 総務課事務室 総務課給与担当 廃棄
総務課 給与関係 勤務時間管理 平成３０年度勤務時間報告書３ 総務課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 総務課事務室 総務課給与担当 廃棄
総務課 給与関係 勤務時間管理 平成３１年度勤務時間報告書１ 総務課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 総務課事務室 総務課給与担当 廃棄
総務課 給与関係 勤務時間管理 平成３１年度勤務時間報告書２ 総務課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 総務課事務室 総務課給与担当 廃棄
総務課 給与関係 勤務時間管理 平成３１年度勤務時間報告書３ 総務課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 総務課事務室 総務課給与担当 廃棄
総務課 給与関係 勤務時間管理 令和２年度勤務時間報告書１ 総務課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 総務課事務室 総務課給与担当 廃棄
総務課 給与関係 勤務時間管理 令和２年度勤務時間報告書２ 総務課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 総務課事務室 総務課給与担当 廃棄
総務課 給与関係 源泉徴収票 平成２６年分源泉徴収票 総務企画課 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 総務課事務室 総務課給与担当 廃棄
総務課 給与関係 源泉徴収票 平成２６年分源泉徴収票２ 総務企画課 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 総務課事務室 総務課給与担当 廃棄
総務課 給与関係 源泉徴収票 平成２７年分源泉徴収票 総務課 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 総務課事務室 総務課給与担当 廃棄
総務課 給与関係 源泉徴収票 平成２７年分源泉徴収票２ 総務課 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 総務課事務室 総務課給与担当 廃棄
総務課 給与関係 源泉徴収票 平成２８年分源泉徴収票１ 総務課 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 総務課事務室 総務課給与担当 廃棄
総務課 給与関係 源泉徴収票 平成２８年分源泉徴収票２ 総務課 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 総務課事務室 総務課給与担当 廃棄
総務課 給与関係 源泉徴収票 平成２９年分源泉徴収票１ 総務課 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 総務課事務室 総務課給与担当 廃棄
総務課 給与関係 源泉徴収票 平成２９年分源泉徴収票２ 総務課 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 総務課事務室 総務課給与担当 廃棄
総務課 給与関係 源泉徴収票 平成３０年分源泉徴収票１ 総務課 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 総務課事務室 総務課給与担当 廃棄
総務課 給与関係 源泉徴収票 平成３０年分源泉徴収票２ 総務課 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 総務課事務室 総務課給与担当 廃棄
総務課 給与関係 個人番号関係 個人番号（マイナンバー）報告書（平成２７年度） 総務課 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 総務課事務室 総務課給与担当 廃棄
総務課 給与関係 個人番号関係 個人番号（マイナンバー）報告書２ 総務課 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 総務課事務室 総務課給与担当 廃棄
総務課 給与関係 個人番号関係 個人番号（マイナンバー）報告書３ 総務課 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 総務課事務室 総務課給与担当 廃棄
総務課 給与関係 個人番号関係 個人番号（マイナンバー）報告書４ 総務課 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 総務課事務室 総務課給与担当 廃棄
総務課 給与関係 雇用保険・社会保険 平成２８年度雇用保険関係 総務課 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 総務課事務室 総務課給与担当 廃棄
総務課 給与関係 雇用保険・社会保険 平成２８年度社会保険関係 総務課 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 総務課事務室 総務課給与担当 廃棄
総務課 給与関係 雇用保険・社会保険 平成２９年度雇用保険関係 総務課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 総務課事務室 総務課給与担当 廃棄
総務課 給与関係 雇用保険・社会保険 平成２９年度社会保険関係 総務課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 総務課事務室 総務課給与担当 廃棄
総務課 給与関係 雇用保険・社会保険 平成３０年度雇用保険関係 総務課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 総務課事務室 総務課給与担当 廃棄
総務課 給与関係 雇用保険・社会保険 平成３０年度社会保険関係 総務課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 総務課事務室 総務課給与担当 廃棄
総務課 給与関係 雇用保険・社会保険 平成３１年度雇用保険関係 総務課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 総務課事務室 総務課給与担当 廃棄
総務課 給与関係 雇用保険・社会保険 平成３１年度社会保険関係 総務課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 総務課事務室 総務課給与担当 廃棄
総務課 給与関係 雇用保険・社会保険 令和２年度雇用保険関係 総務課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 総務課事務室 総務課給与担当 廃棄
総務課 給与関係 雇用保険・社会保険 令和２年度社会保険関係 総務課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 総務課事務室 総務課給与担当 廃棄
総務課 給与関係 財形貯蓄 平成２８年度財形関係 総務課 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 総務課事務室 総務課給与担当 廃棄
総務課 給与関係 財形貯蓄 平成２９年度財形関係 総務課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 総務課事務室 総務課給与担当 廃棄
総務課 給与関係 財形貯蓄 平成３０年度財形関係 総務課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 総務課事務室 総務課給与担当 廃棄
総務課 給与関係 財形貯蓄 平成３１年度財形関係 総務課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 総務課事務室 総務課給与担当 廃棄
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保存
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保存期間
満了時期
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種別

保存場所 管理担当課・係
保存期間満
了時の措置

結果
総務課 給与関係 財形貯蓄 令和２年度財形関係 総務課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 総務課事務室 総務課給与担当 廃棄
総務課 給与関係 諸手当 通勤手当１ 総務企画課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 総務課事務室 総務課給与担当 廃棄
総務課 給与関係 諸手当 通勤手当２ 総務企画課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 総務課事務室 総務課給与担当 廃棄
総務課 給与関係 諸手当 通勤手当３ 総務企画課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 総務課事務室 総務課給与担当 廃棄
総務課 給与関係 諸手当 通勤手当４ 総務企画課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 総務課事務室 総務課給与担当 廃棄
総務課 給与関係 諸手当 扶養親族届・認定簿１ 総務企画課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 総務課事務室 総務課給与担当 廃棄
総務課 給与関係 諸手当 扶養親族届・認定簿２ 総務企画課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 総務課事務室 総務課給与担当 廃棄
総務課 給与関係 諸手当 住居届・認定簿 総務企画課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 総務課事務室 総務課給与担当 廃棄
総務課 給与関係 諸手当 初任給調整手当 総務企画課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 総務課事務室 総務課給与担当 廃棄
総務課 給与関係 諸手当 単身赴任手当支給認定簿 総務企画課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 総務課事務室 総務課給与担当 廃棄
総務課 給与関係 諸手当 諸手当関係 総務企画課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 総務課事務室 総務課給与担当 廃棄
総務課 給与関係 諸手当 平成２８年度現況調書 総務課 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 総務課事務室 総務課給与担当 廃棄
総務課 給与関係 諸手当 平成２９年度現況調書 総務課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 総務課事務室 総務課給与担当 廃棄
総務課 給与関係 諸手当 平成３０年度現況調書 総務課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 総務課事務室 総務課給与担当 廃棄
総務課 給与関係 諸手当 平成３１年度現況調書 総務課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 総務課事務室 総務課給与担当 廃棄
総務課 給与関係 諸手当 令和２年度現況調書 総務課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 総務課事務室 総務課給与担当 廃棄
総務課 給与関係 所得税・住民税 平成２８年度住民税給与所得者異動届 総務課 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 総務課事務室 総務課給与担当 廃棄
総務課 給与関係 所得税・住民税 平成２９年度住民税給与所得者異動届 総務課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 総務課事務室 総務課給与担当 廃棄
総務課 給与関係 所得税・住民税 平成３０年度住民税給与所得者異動届 総務課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 総務課事務室 総務課給与担当 廃棄
総務課 給与関係 所得税・住民税 平成３１年度住民税給与所得者異動届 総務課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 総務課事務室 総務課給与担当 廃棄
総務課 給与関係 所得税・住民税 令和２年度住民税給与所得者異動届 総務課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 総務課事務室 総務課給与担当 廃棄
総務課 給与関係 その他 平成２８年給与証明（源泉徴収票） 総務課 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 総務課事務室 総務課給与担当 廃棄
総務課 給与関係 その他 平成３１年給与証明（源泉徴収票） 総務課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 総務課事務室 総務課給与担当 廃棄
総務課 給与関係 その他 令和２年給与証明（源泉徴収票） 総務課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 総務課事務室 総務課給与担当 廃棄
総務課 給与関係 退職手当 平成２６年度退職手当関係 総務企画課 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 総務課事務室 総務課給与担当 廃棄
総務課 給与関係 退職手当 平成２７年度退職手当関係 総務課 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 総務課事務室 総務課給与担当 廃棄
総務課 給与関係 退職手当 平成２８年度退職手当関係 総務課 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 総務課事務室 総務課給与担当 廃棄
総務課 給与関係 退職手当 平成２９年度退職手当関係 総務課 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 総務課事務室 総務課給与担当 廃棄
総務課 給与関係 退職手当 平成３０年度退職手当関係 総務課 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 総務課事務室 総務課給与担当 廃棄
総務課 給与関係 退職手当 平成３１年度退職手当関係 総務課 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 総務課事務室 総務課給与担当 廃棄
総務課 給与関係 退職手当 令和２年度退職手当関係 総務課 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 総務課事務室 総務課給与担当 廃棄
総務課 給与関係 労働保険 平成２８年度労働保険　概算・確定保険料申告書 総務課 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 総務課事務室 総務課給与担当 廃棄
総務課 給与関係 労働保険 平成２９年度労働保険　概算・確定保険料申告書 総務課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 総務課事務室 総務課給与担当 廃棄
総務課 給与関係 労働保険 平成３０年度労働保険　概算・確定保険料申告書 総務課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 総務課事務室 総務課給与担当 廃棄
総務課 給与関係 労働保険 平成３1年度労働保険　概算・確定保険料申告書 総務課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 総務課事務室 総務課給与担当 廃棄
総務課 給与関係 労働保険 令和２年度労働保険　概算・確定保険料申告書 総務課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 総務課事務室 総務課給与担当 廃棄
総務課 共済関係 共済関係 平成２６年度給付金台帳 総務企画課 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 総務課事務室 総務課給与担当 廃棄
総務課 共済関係 共済関係 平成２６年度共済組合員関係 総務企画課 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 総務課事務室 総務課給与担当 廃棄
総務課 共済関係 共済関係 平成２６年度共済組合伝票（業務・貸付・保健） 総務企画課 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 総務課事務室 総務課給与担当 廃棄
総務課 共済関係 共済関係 平成２６年度共済組合伝票（短期経理）１ 総務企画課 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 総務課事務室 総務課給与担当 廃棄
総務課 共済関係 共済関係 平成２６年度共済組合伝票（短期経理）２ 総務企画課 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 総務課事務室 総務課給与担当 廃棄
総務課 共済関係 共済関係 平成２６年度共済長期給付関係 総務企画課 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 総務課事務室 総務課給与担当 廃棄
総務課 共済関係 共済関係 平成２６年度元帳 総務企画課 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 総務課事務室 総務課給与担当 廃棄
総務課 共済関係 共済関係 平成２７年度給付金台帳 総務課 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 総務課事務室 総務課給与担当 廃棄
総務課 共済関係 共済関係 平成２７年度共済組合員関係 総務課 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 総務課事務室 総務課給与担当 廃棄
総務課 共済関係 共済関係 平成２７年度共済組合伝票（業務・貸付・保健） 総務課 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 総務課事務室 総務課給与担当 廃棄
総務課 共済関係 共済関係 平成２７年度共済組合伝票（短期経理）１ 総務課 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 総務課事務室 総務課給与担当 廃棄
総務課 共済関係 共済関係 平成２７年度共済組合伝票（短期経理）２ 総務課 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 総務課事務室 総務課給与担当 廃棄
総務課 共済関係 共済関係 平成２７年度共済長期給付関係 総務課 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 総務課事務室 総務課給与担当 廃棄
総務課 共済関係 共済関係 平成２７年度元帳 総務課 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 総務課事務室 総務課給与担当 廃棄
総務課 共済関係 共済関係 平成２８年度給付金台帳 総務課 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 総務課事務室 総務課給与担当 廃棄
総務課 共済関係 共済関係 平成２８年度共済組合員関係 総務課 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 総務課事務室 総務課給与担当 廃棄
総務課 共済関係 共済関係 平成２８年度共済組合伝票（業務・貸付・保健） 総務課 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 総務課事務室 総務課給与担当 廃棄
総務課 共済関係 共済関係 平成２８年度共済組合伝票（短期経理）１ 総務課 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 総務課事務室 総務課給与担当 廃棄
総務課 共済関係 共済関係 平成２８年度共済組合伝票（短期経理）２ 総務課 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 総務課事務室 総務課給与担当 廃棄
総務課 共済関係 共済関係 平成２８年度共済長期給付関係 総務課 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 総務課事務室 総務課給与担当 廃棄
総務課 共済関係 共済関係 平成２８年度共済長期給付関係（年金請求関係） 総務課 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 総務課事務室 総務課給与担当 廃棄
総務課 共済関係 共済関係 平成２８年度元帳 総務課 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 総務課事務室 総務課給与担当 廃棄
総務課 共済関係 共済関係 平成２９年度給付金台帳 総務課 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 総務課事務室 総務課給与担当 廃棄
総務課 共済関係 共済関係 平成２９年度共済組合員関係 総務課 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 総務課事務室 総務課給与担当 廃棄
総務課 共済関係 共済関係 平成２９年度共済組合伝票（業務・貸付・保健） 総務課 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 総務課事務室 総務課給与担当 廃棄
総務課 共済関係 共済関係 平成２９年度共済組合伝票（短期経理）１ 総務課 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 総務課事務室 総務課給与担当 廃棄
総務課 共済関係 共済関係 平成２９年度共済組合伝票（短期経理）２ 総務課 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 総務課事務室 総務課給与担当 廃棄
総務課 共済関係 共済関係 平成２９年度共済長期給付関係 総務課 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 総務課事務室 総務課給与担当 廃棄
総務課 共済関係 共済関係 平成２９年度共済長期給付関係（年金請求関係） 総務課 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 総務課事務室 総務課給与担当 廃棄
総務課 共済関係 共済関係 平成２９年度元帳 総務課 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 総務課事務室 総務課給与担当 廃棄
総務課 共済関係 共済関係 平成２９年度任意継続 総務課 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 総務課事務室 総務課給与担当 廃棄
総務課 共済関係 共済関係 平成２９年度被扶養者の要件確認 総務課 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 総務課事務室 総務課給与担当 廃棄
総務課 共済関係 共済関係 平成３０年度給付金台帳 総務課 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 総務課事務室 総務課給与担当 廃棄
総務課 共済関係 共済関係 平成３０年度共済組合員関係 総務課 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 総務課事務室 総務課給与担当 廃棄
総務課 共済関係 共済関係 平成３０年度共済組合伝票（業務・貸付・保健） 総務課 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 総務課事務室 総務課給与担当 廃棄
総務課 共済関係 共済関係 平成３０年度共済組合伝票（短期経理）１ 総務課 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 総務課事務室 総務課給与担当 廃棄
総務課 共済関係 共済関係 平成３０年度共済組合伝票（短期経理）２ 総務課 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 総務課事務室 総務課給与担当 廃棄
総務課 共済関係 共済関係 平成３０年度共済長期給付関係 総務課 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 総務課事務室 総務課給与担当 廃棄
総務課 共済関係 共済関係 平成３０年度共済長期給付関係（年金請求関係） 総務課 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 総務課事務室 総務課給与担当 廃棄
総務課 共済関係 共済関係 平成３０年度元帳 総務課 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 総務課事務室 総務課給与担当 廃棄
総務課 共済関係 共済関係 平成３０年度任意継続 総務課 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 総務課事務室 総務課給与担当 廃棄
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結果
総務課 共済関係 共済関係 平成３０年度被扶養者の要件確認① 総務課 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 総務課事務室 総務課給与担当 廃棄
総務課 共済関係 共済関係 平成３０年度被扶養者の要件確認② 総務課 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 総務課事務室 総務課給与担当 廃棄
総務課 共済関係 共済関係 平成３１年度給付金台帳 総務課 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 総務課事務室 総務課給与担当 廃棄
総務課 共済関係 共済関係 平成３１年度共済組合員関係 総務課 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 総務課事務室 総務課給与担当 廃棄
総務課 共済関係 共済関係 平成３１年度共済組合伝票（業務・貸付・保健） 総務課 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 総務課事務室 総務課給与担当 廃棄
総務課 共済関係 共済関係 平成３１年度共済組合伝票（短期経理）１ 総務課 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 総務課事務室 総務課給与担当 廃棄
総務課 共済関係 共済関係 平成３１年度共済組合伝票（短期経理）２ 総務課 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 総務課事務室 総務課給与担当 廃棄
総務課 共済関係 共済関係 平成３１年度共済長期給付関係 総務課 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 総務課事務室 総務課給与担当 廃棄
総務課 共済関係 共済関係 平成３１年度共済長期給付関係（年金請求関係） 総務課 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 総務課事務室 総務課給与担当 廃棄
総務課 共済関係 共済関係 平成３１年度元帳 総務課 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 総務課事務室 総務課給与担当 廃棄
総務課 共済関係 共済関係 平成３１年度任意継続 総務課 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 総務課事務室 総務課給与担当 廃棄
総務課 共済関係 共済関係 平成３１年度被扶養者の要件確認① 総務課 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 総務課事務室 総務課給与担当 廃棄
総務課 共済関係 共済関係 平成３１年度被扶養者の要件確認② 総務課 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 総務課事務室 総務課給与担当 廃棄
総務課 共済関係 共済関係 令和２年度給付金台帳 総務課 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 総務課事務室 総務課給与担当 廃棄
総務課 共済関係 共済関係 令和２年度共済組合員関係 総務課 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 総務課事務室 総務課給与担当 廃棄
総務課 共済関係 共済関係 令和２年度共済組合伝票（業務・貸付・保健） 総務課 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 総務課事務室 総務課給与担当 廃棄
総務課 共済関係 共済関係 令和２年度共済組合伝票（短期経理）１ 総務課 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 総務課事務室 総務課給与担当 廃棄
総務課 共済関係 共済関係 令和２年度共済組合伝票（短期経理）２ 総務課 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 総務課事務室 総務課給与担当 廃棄
総務課 共済関係 共済関係 令和２年度共済長期給付関係 総務課 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 総務課事務室 総務課給与担当 廃棄
総務課 共済関係 共済関係 令和２年度共済長期給付関係（年金請求関係） 総務課 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 総務課事務室 総務課給与担当 廃棄
総務課 共済関係 共済関係 令和２年度元帳 総務課 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 総務課事務室 総務課給与担当 廃棄
総務課 共済関係 共済関係 令和２年度任意継続 総務課 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 総務課事務室 総務課給与担当 廃棄
総務課 共済関係 共済関係 令和２年度被扶養者の要件確認① 総務課 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 総務課事務室 総務課給与担当 廃棄
総務課 共済関係 共済関係 令和２年度被扶養者の要件確認② 総務課 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 総務課事務室 総務課給与担当 廃棄
総務課 共済関係 その他 平成２８年度共済１ 総務課 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 総務課事務室 総務課給与担当 廃棄
総務課 共済関係 その他 平成２８年度共済２ 総務課 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 総務課事務室 総務課給与担当 廃棄
総務課 共済関係 その他 平成２８年度共済２ 総務課 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 総務課事務室 総務課給与担当 廃棄
総務課 共済関係 その他 平成２８年度事業報告書　出納計算表１ 総務課 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 総務課事務室 総務課給与担当 廃棄
総務課 共済関係 その他 平成２８年度事業報告書　出納計算表２ 総務課 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 総務課事務室 総務課給与担当 廃棄
総務課 共済関係 その他 平成２８年度資金回送関係 総務課 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 総務課事務室 総務課給与担当 廃棄
総務課 共済関係 その他 平成２８年度負担金等払込内訳書 総務課 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 総務課事務室 総務課給与担当 廃棄
総務課 共済関係 その他 平成２８年度業務経理手数料 総務課 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 総務課事務室 総務課給与担当 廃棄
総務課 共済関係 その他 平成２９年度共済１ 総務課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 総務課事務室 総務課給与担当 廃棄
総務課 共済関係 その他 平成２９年度共済２ 総務課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 総務課事務室 総務課給与担当 廃棄
総務課 共済関係 その他 平成２９年度共済３ 総務課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 総務課事務室 総務課給与担当 廃棄
総務課 共済関係 その他 平成２９年度共済４ 総務課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 総務課事務室 総務課給与担当 廃棄
総務課 共済関係 その他 平成２９年度事業報告書　出納計算表１ 総務課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 総務課事務室 総務課給与担当 廃棄
総務課 共済関係 その他 平成２９年度事業報告書　出納計算表２ 総務課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 総務課事務室 総務課給与担当 廃棄
総務課 共済関係 その他 平成２９年度資金回送関係 総務課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 総務課事務室 総務課給与担当 廃棄
総務課 共済関係 その他 平成２９年度負担金等払込内訳書 総務課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 総務課事務室 総務課給与担当 廃棄
総務課 共済関係 その他 平成２９年度業務経理手数料 総務課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 総務課事務室 総務課給与担当 廃棄
総務課 共済関係 その他 平成３０年度共済１ 総務課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 総務課事務室 総務課給与担当 廃棄
総務課 共済関係 その他 平成３０年度共済２ 総務課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 総務課事務室 総務課給与担当 廃棄
総務課 共済関係 その他 平成３０年度共済３ 総務課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 総務課事務室 総務課給与担当 廃棄
総務課 共済関係 その他 平成３０年度事業報告書　出納計算表１ 総務課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 総務課事務室 総務課給与担当 廃棄
総務課 共済関係 その他 平成３０年度事業報告書　出納計算表２ 総務課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 総務課事務室 総務課給与担当 廃棄
総務課 共済関係 その他 平成３０年度資金回送関係 総務課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 総務課事務室 総務課給与担当 廃棄
総務課 共済関係 その他 平成３０年度負担金等払込内訳書 総務課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 総務課事務室 総務課給与担当 廃棄
総務課 共済関係 その他 平成３０年度業務経理手数料 総務課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 総務課事務室 総務課給与担当 廃棄
総務課 共済関係 その他 平成３１年度共済１ 総務課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 総務課事務室 総務課給与担当 廃棄
総務課 共済関係 その他 平成３１年度共済２ 総務課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 総務課事務室 総務課給与担当 廃棄
総務課 共済関係 その他 平成３１年度共済３ 総務課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 総務課事務室 総務課給与担当 廃棄
総務課 共済関係 その他 平成３１年度事業報告書　出納計算表１ 総務課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 総務課事務室 総務課給与担当 廃棄
総務課 共済関係 その他 平成３１年度事業報告書　出納計算表２ 総務課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 総務課事務室 総務課給与担当 廃棄
総務課 共済関係 その他 平成３１年度資金回送関係 総務課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 総務課事務室 総務課給与担当 廃棄
総務課 共済関係 その他 平成３１年度負担金等払込内訳書 総務課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 総務課事務室 総務課給与担当 廃棄
総務課 共済関係 その他 平成３１年度業務経理手数料 総務課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 総務課事務室 総務課給与担当 廃棄
総務課 共済関係 その他 令和２年度共済１ 総務課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 総務課事務室 総務課給与担当 廃棄
総務課 共済関係 その他 令和２年度共済２ 総務課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 総務課事務室 総務課給与担当 廃棄
総務課 共済関係 その他 令和２年度共済３ 総務課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 総務課事務室 総務課給与担当 廃棄
総務課 共済関係 その他 令和２年度事業報告書　出納計算表１ 総務課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 総務課事務室 総務課給与担当 廃棄
総務課 共済関係 その他 令和２年度事業報告書　出納計算表２ 総務課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 総務課事務室 総務課給与担当 廃棄
総務課 共済関係 その他 令和２年度資金回送関係 総務課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 総務課事務室 総務課給与担当 廃棄
総務課 共済関係 その他 令和２年度負担金等払込内訳書 総務課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 総務課事務室 総務課給与担当 廃棄
総務課 共済関係 その他 令和２年度業務経理手数料 総務課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 総務課事務室 総務課給与担当 廃棄
総務課 広報関係 刊行物 平成２３年度大学概要・広報誌 総務企画課 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 総務課事務室 総務課秘書・広報担当 廃棄
総務課 広報関係 刊行物 平成２４年度大学概要・広報誌 総務企画課 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 総務課事務室 総務課秘書・広報担当 廃棄
総務課 広報関係 刊行物 平成２５年度大学概要・広報誌 総務企画課 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 総務課事務室 総務課秘書・広報担当 廃棄
総務課 広報関係 刊行物 平成２６年度大学概要・広報誌 総務企画課 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 総務課事務室 総務課秘書・広報担当 廃棄
総務課 広報関係 刊行物 平成２７年度大学概要・広報誌 総務課 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 総務課事務室 総務課秘書・広報担当 廃棄
総務課 広報関係 刊行物 平成２８年度大学概要・広報誌 総務課 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 総務課事務室 総務課秘書・広報担当 廃棄
総務課 広報関係 刊行物 平成２９年度大学概要・広報誌 総務課 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 総務課事務室 総務課秘書・広報担当 廃棄
総務課 広報関係 刊行物 平成３０年度大学概要・広報誌 総務課 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 総務課事務室 総務課秘書・広報担当 廃棄
総務課 広報関係 刊行物 令和元年度大学概要・広報誌 総務課 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 総務課事務室 総務課秘書・広報担当 廃棄
総務課 広報関係 刊行物 令和２年度大学概要・広報誌 総務課 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 総務課事務室 総務課秘書・広報担当 廃棄
総務課 秘書関係 秘書事務 平成２８年度国立大学協会関係綴 総務課 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 総務課事務室 総務課秘書・広報担当 廃棄
総務課 秘書関係 秘書事務 平成２８年度日本教育大学協会関係綴 総務課 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 総務課事務室 総務課秘書・広報担当 廃棄
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結果
総務課 秘書関係 秘書事務 平成２８年度秘書担当綴 総務課 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 総務課事務室 総務課秘書・広報担当 廃棄
総務課 秘書関係 秘書事務 平成２９年度国立大学協会関係綴 総務課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 総務課事務室 総務課秘書・広報担当 廃棄
総務課 秘書関係 秘書事務 平成２９年度日本教育大学協会関係綴 総務課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 総務課事務室 総務課秘書・広報担当 廃棄
総務課 秘書関係 秘書事務 平成２９年度秘書担当綴 総務課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 総務課事務室 総務課秘書・広報担当 廃棄
総務課 秘書関係 秘書事務 平成３０年度国立大学協会関係綴 総務課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 総務課事務室 総務課秘書・広報担当 廃棄
総務課 秘書関係 秘書事務 平成３０年度日本教育大学協会関係綴 総務課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 総務課事務室 総務課秘書・広報担当 廃棄
総務課 秘書関係 秘書事務 平成３０年度秘書担当綴 総務課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 総務課事務室 総務課秘書・広報担当 廃棄
総務課 秘書関係 秘書事務 令和元年度国立大学協会関係綴 総務課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 総務課事務室 総務課秘書・広報担当 廃棄
総務課 秘書関係 秘書事務 令和元年度日本教育大学協会関係綴 総務課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 総務課事務室 総務課秘書・広報担当 廃棄
総務課 秘書関係 秘書事務 令和元年度秘書担当綴 総務課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 総務課事務室 総務課秘書・広報担当 廃棄
総務課 秘書関係 秘書事務 令和２年度国立大学協会関係綴 総務課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 総務課事務室 総務課秘書・広報担当 廃棄
総務課 秘書関係 秘書事務 令和２年度日本教育大学協会関係綴 総務課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 総務課事務室 総務課秘書・広報担当 廃棄
総務課 秘書関係 秘書事務 令和２年度秘書担当綴 総務課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 総務課事務室 総務課秘書・広報担当 廃棄
総務課 会議等 委員会等 平成３年度教授会 総務課 1992年4月1日 30年 2022年3月31日 紙 総務課事務室 総務課秘書・広報担当 廃棄
総務課 会議等 委員会等 平成４年度教授会 総務課 1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 総務課事務室 総務課秘書・広報担当 廃棄
総務課 会議等 委員会等 平成５年度教授会 総務課 1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 総務課事務室 総務課秘書・広報担当 廃棄
総務課 会議等 委員会等 平成６年度教授会 総務課 1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 総務課事務室 総務課秘書・広報担当 廃棄
総務課 会議等 委員会等 平成７年度教授会 総務課 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 総務課事務室 総務課秘書・広報担当 廃棄
総務課 会議等 委員会等 平成８年度教授会 総務課 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 総務課事務室 総務課秘書・広報担当 廃棄
総務課 会議等 委員会等 平成９年度教授会 総務課 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 総務課事務室 総務課秘書・広報担当 廃棄
総務課 会議等 委員会等 平成１０年度教授会 総務課 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 総務課事務室 総務課秘書・広報担当 廃棄
総務課 会議等 委員会等 平成１１年度教授会 総務課 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 総務課事務室 総務課秘書・広報担当 廃棄
総務課 会議等 委員会等 平成１２年度教授会 総務課 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 総務課事務室 総務課秘書・広報担当 廃棄
総務課 会議等 委員会等 平成１３年度教授会 総務課 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 総務課事務室 総務課秘書・広報担当 廃棄
総務課 会議等 委員会等 平成１４年度教授会 総務課 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 総務課事務室 総務課秘書・広報担当 廃棄
総務課 会議等 委員会等 平成１５年度教授会 総務課 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 総務課事務室 総務課秘書・広報担当 廃棄
総務課 会議等 委員会等 平成１６年度運営会議1～4 総務課 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 総務課事務室 総務課秘書・広報担当 廃棄
総務課 会議等 委員会等 平成１６年度教育研究評議会１、２ 総務課 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 総務課事務室 総務課秘書・広報担当 廃棄
総務課 会議等 委員会等 平成１６年度経営協議会 総務課 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 総務課事務室 総務課秘書・広報担当 廃棄
総務課 会議等 委員会等 平成１６年度役員会 総務課 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 総務課事務室 総務課秘書・広報担当 廃棄
総務課 会議等 委員会等 平成１６年度教授会 総務課 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 総務課事務室 総務課秘書・広報担当 廃棄
総務課 会議等 委員会等 安全衛生委員会平成１７年度 総務企画課 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 会議等 委員会等 平成１７年度運営会議1～4 秘書・企画課 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 総務課事務室 総務課秘書・広報担当 廃棄
総務課 会議等 委員会等 平成１７年度教育研究評議会１、２ 秘書・企画課 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 総務課事務室 総務課秘書・広報担当 廃棄
総務課 会議等 委員会等 平成１７年度経営協議会 秘書・企画課 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 総務課事務室 総務課秘書・広報担当 廃棄
総務課 会議等 委員会等 平成１７年度役員会 秘書・企画課 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 総務課事務室 総務課秘書・広報担当 廃棄
総務課 会議等 委員会等 平成１７年度教授会 総務課 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 総務課事務室 総務課秘書・広報担当 廃棄
総務課 会議等 委員会等 安全衛生委員会平成１８年度 総務企画課 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 会議等 委員会等 人事委員会綴平成18年度１ 総務企画課 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 会議等 委員会等 人事委員会綴平成18年度２ 総務企画課 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 会議等 委員会等 平成１８年度運営会議 秘書・企画課 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 総務課事務室 総務課秘書・広報担当 廃棄
総務課 会議等 委員会等 平成１８年度教育研究評議会１、２ 秘書・企画課 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 総務課事務室 総務課秘書・広報担当 廃棄
総務課 会議等 委員会等 平成１８年度経営協議会 秘書・企画課 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 総務課事務室 総務課秘書・広報担当 廃棄
総務課 会議等 委員会等 平成１８年度役員会 秘書・企画課 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 総務課事務室 総務課秘書・広報担当 廃棄
総務課 会議等 委員会等 平成１８年度教授会 総務課 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 総務課事務室 総務課秘書・広報担当 廃棄
総務課 会議等 委員会等 安全衛生委員会平成１９年度 総務企画課 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 会議等 委員会等 人権・ハラスメント防止委員会平成１９年度 総務企画課 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 会議等 委員会等 人事委員会綴平成19年度１ 総務企画課 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 会議等 委員会等 人事委員会綴平成19年度２ 総務企画課 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 会議等 委員会等 平成１９年度運営会議1～4 秘書・企画課 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 総務課事務室 総務課秘書・広報担当 廃棄
総務課 会議等 委員会等 平成１９年度教育研究評議会１、２ 秘書・企画課 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 総務課事務室 総務課秘書・広報担当 廃棄
総務課 会議等 委員会等 平成１９年度経営協議会 秘書・企画課 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 総務課事務室 総務課秘書・広報担当 廃棄
総務課 会議等 委員会等 平成１９年度役員会 秘書・企画課 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 総務課事務室 総務課秘書・広報担当 廃棄
総務課 会議等 委員会等 平成１９年度教授会 総務課 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 総務課事務室 総務課秘書・広報担当 廃棄
総務課 会議等 委員会等 安全衛生委員会平成２０年度 総務企画課 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 会議等 委員会等 人権・ハラスメント防止委員会平成２０年度 総務企画課 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 会議等 委員会等 人事委員会綴平成20年度１ 総務企画課 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 会議等 委員会等 人事委員会綴平成20年度２ 総務企画課 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 会議等 委員会等 人事委員会綴平成20年度３ 総務企画課 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 会議等 委員会等 平成２０年度運営会議1～4 秘書・企画課 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 総務課事務室 総務課秘書・広報担当 廃棄
総務課 会議等 委員会等 平成２０年度教育研究評議会１、２ 秘書・企画課 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 総務課事務室 総務課秘書・広報担当 廃棄
総務課 会議等 委員会等 平成２０年度経営協議会 秘書・企画課 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 総務課事務室 総務課秘書・広報担当 廃棄
総務課 会議等 委員会等 平成２０年度役員会 秘書・企画課 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 総務課事務室 総務課秘書・広報担当 廃棄
総務課 会議等 委員会等 平成２０年度広報・情報公開委員会 秘書・企画課 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 総務課事務室 総務課秘書・広報担当 廃棄
総務課 会議等 委員会等 平成２０年度教授会 総務課 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 総務課事務室 総務課秘書・広報担当 廃棄
総務課 会議等 委員会等 安全衛生委員会平成２１年度 総務企画課 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 会議等 委員会等 人権・ハラスメント防止委員会平成２１年度 総務企画課 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 会議等 委員会等 人事委員会綴平成21年度１ 総務企画課 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 会議等 委員会等 人事委員会綴平成21年度２ 総務企画課 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 会議等 委員会等 人事委員会綴平成21年度３ 総務企画課 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 会議等 委員会等 人事委員会綴平成21年度４ 総務企画課 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 会議等 委員会等 平成２１年度運営会議1～4 秘書・企画課 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 総務課事務室 総務課秘書・広報担当 廃棄
総務課 会議等 委員会等 平成２１年度教育研究評議会１、２ 秘書・企画課 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 総務課事務室 総務課秘書・広報担当 廃棄
総務課 会議等 委員会等 平成２１年度経営協議会 秘書・企画課 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 総務課事務室 総務課秘書・広報担当 廃棄
総務課 会議等 委員会等 平成２１年度役員会 秘書・企画課 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 総務課事務室 総務課秘書・広報担当 廃棄
総務課 会議等 委員会等 平成２１年度広報・情報公開委員会 秘書・企画課 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 総務課事務室 総務課秘書・広報担当 廃棄
総務課 会議等 委員会等 平成２１年度教授会 総務課 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 総務課事務室 総務課秘書・広報担当 廃棄
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法人文書ファイル管理簿

文書分類
（大分類）

文書分類
（中分類）

文書分類
（小分類）

法人文書ファイル名 作成者 作成（取得）時期
保存
期間

保存期間
満了時期

媒体の
種別

保存場所 管理担当課・係
保存期間満
了時の措置

結果
総務課 会議等 委員会等 人権・ハラスメント防止委員会平成２２年度 総務企画課 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 会議等 委員会等 人事委員会綴平成22年度 総務企画課 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 会議等 委員会等 放射線安全委員会平成２２年度 総務企画課 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 会議等 委員会等 平成２２年度運営会議1～4 秘書・企画課 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 総務課事務室 総務課秘書・広報担当 廃棄
総務課 会議等 委員会等 平成２２年度教育研究評議会１、２ 秘書・企画課 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 総務課事務室 総務課秘書・広報担当 廃棄
総務課 会議等 委員会等 平成２２年度経営協議会 秘書・企画課 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 総務課事務室 総務課秘書・広報担当 廃棄
総務課 会議等 委員会等 平成２２年度役員会 秘書・企画課 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 総務課事務室 総務課秘書・広報担当 廃棄
総務課 会議等 委員会等 平成２２年度広報・情報公開委員会 秘書・企画課 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 総務課事務室 総務課秘書・広報担当 廃棄
総務課 会議等 委員会等 平成２２年度教授会 総務課 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 総務課事務室 総務課秘書・広報担当 廃棄
総務課 会議等 委員会等 安全衛生委員会平成２２年度～平成２３年度 総務企画課 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 会議等 委員会等 人権・ハラスメント防止委員会平成２３年度 総務企画課 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 会議等 委員会等 人事委員会綴平成23年度 総務企画課 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 会議等 委員会等 放射線安全委員会平成２３年度 総務企画課 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 会議等 委員会等 平成２３年度運営会議1～4 秘書・企画課 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 総務課事務室 総務課秘書・広報担当 廃棄
総務課 会議等 委員会等 平成２３年度教育研究評議会１、２ 秘書・企画課 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 総務課事務室 総務課秘書・広報担当 廃棄
総務課 会議等 委員会等 平成２３年度経営協議会 秘書・企画課 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 総務課事務室 総務課秘書・広報担当 廃棄
総務課 会議等 委員会等 平成２３年度役員会 秘書・企画課 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 総務課事務室 総務課秘書・広報担当 廃棄
総務課 会議等 委員会等 平成２３年度広報委員会 秘書・企画課 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 総務課事務室 総務課秘書・広報担当 廃棄
総務課 会議等 委員会等 平成２３年度教授会 総務課 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 総務課事務室 総務課秘書・広報担当 廃棄
総務課 会議等 委員会等 平成２４年度運営会議1～3 総務企画課 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 総務課事務室 総務課秘書・広報担当 廃棄
総務課 会議等 委員会等 平成２４年度人権・ハラスメント防止委員会 総務企画課 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 会議等 委員会等 平成２４年度放射線安全委員会 総務企画課 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 会議等 委員会等 平成２４年度教育研究評議会 総務企画課 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 総務課事務室 総務課秘書・広報担当 廃棄
総務課 会議等 委員会等 平成２４年度経営協議会 総務企画課 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 総務課事務室 総務課秘書・広報担当 廃棄
総務課 会議等 委員会等 平成２４年度人事委員会綴１ 総務企画課 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 会議等 委員会等 平成２４年度人事委員会綴２ 総務企画課 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 会議等 委員会等 平成２４年度役員会 総務企画課 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 総務課事務室 総務課秘書・広報担当 廃棄
総務課 会議等 委員会等 平成２４年度広報委員会 総務企画課 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 総務課事務室 総務課秘書・広報担当 廃棄
総務課 会議等 委員会等 平成２４年度教授会 総務課 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 総務課事務室 総務課秘書・広報担当 廃棄
総務課 会議等 委員会等 平成２５年度運営会議1～3 総務企画課 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 総務課事務室 総務課秘書・広報担当 廃棄
総務課 会議等 委員会等 平成２５年度人権・ハラスメント防止委員会 総務企画課 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 会議等 委員会等 平成２５年度放射線安全委員会 総務企画課 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 会議等 委員会等 平成２５年度教育研究評議会 総務企画課 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 総務課事務室 総務課秘書・広報担当 廃棄
総務課 会議等 委員会等 平成２５年度経営協議会 総務企画課 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 総務課事務室 総務課秘書・広報担当 廃棄
総務課 会議等 委員会等 平成２５年度人事委員会綴１ 総務企画課 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 会議等 委員会等 平成２５年度人事委員会綴２ 総務企画課 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 会議等 委員会等 平成２５年度役員会 総務企画課 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 総務課事務室 総務課秘書・広報担当 廃棄
総務課 会議等 委員会等 平成２５年度広報委員会 総務企画課 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 総務課事務室 総務課秘書・広報担当 廃棄
総務課 会議等 委員会等 平成２５年度教授会 総務課 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 総務課事務室 総務課秘書・広報担当 廃棄
総務課 会議等 委員会等 平成２６年度運営会議1～5 総務企画課 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 総務課事務室 総務課秘書・広報担当 廃棄
総務課 会議等 委員会等 平成２６年度人権・ハラスメント防止委員会 総務企画課 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 会議等 委員会等 平成２６年度放射線安全委員会 総務企画課 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 会議等 委員会等 平成２６年度教育研究評議会１、２ 総務企画課 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 総務課事務室 総務課秘書・広報担当 廃棄
総務課 会議等 委員会等 平成２６年度経営協議会 総務企画課 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 総務課事務室 総務課秘書・広報担当 廃棄
総務課 会議等 委員会等 平成２６年度人事委員会綴１ 総務企画課 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 会議等 委員会等 平成２６年度人事委員会綴２ 総務企画課 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 会議等 委員会等 平成２６年度役員会 総務企画課 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 総務課事務室 総務課秘書・広報担当 廃棄
総務課 会議等 委員会等 平成２６年度広報委員会 総務企画課 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 総務課事務室 総務課秘書・広報担当 廃棄
総務課 会議等 委員会等 平成２６年度教授会 総務課 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 総務課事務室 総務課秘書・広報担当 廃棄
総務課 会議等 委員会等 平成２７年度人権・ハラスメント防止委員会 総務課 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 会議等 委員会等 平成２７年度放射線安全委員会 総務課 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 会議等 委員会等 平成２７年度人事委員会綴１ 総務課 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 会議等 委員会等 平成２７年度人事委員会綴２ 総務課 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 会議等 委員会等 平成２７年度安全衛生委員会 総務課 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 会議等 委員会等 平成２７年度運営会議1～6 総務課 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 総務課事務室 総務課秘書・広報担当 廃棄
総務課 会議等 委員会等 平成２７年度教育研究評議会１、２ 総務課 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 総務課事務室 総務課秘書・広報担当 廃棄
総務課 会議等 委員会等 平成２７年度経営協議会 総務課 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 総務課事務室 総務課秘書・広報担当 廃棄
総務課 会議等 委員会等 平成２７年度役員会 総務課 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 総務課事務室 総務課秘書・広報担当 廃棄
総務課 会議等 委員会等 平成２７年度広報委員会 総務課 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 総務課事務室 総務課秘書・広報担当 廃棄
総務課 会議等 委員会等 平成２７年度教授会 総務課 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 総務課事務室 総務課秘書・広報担当 廃棄
総務課 会議等 委員会等 平成２８年度運営会議1～6 総務課 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 総務課事務室 総務課秘書・広報担当 廃棄
総務課 会議等 委員会等 平成２８年度教育研究評議会１、２ 総務課 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 総務課事務室 総務課秘書・広報担当 廃棄
総務課 会議等 委員会等 平成２８年度経営協議会 総務課 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 総務課事務室 総務課秘書・広報担当 廃棄
総務課 会議等 委員会等 平成２８年度役員会 総務課 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 総務課事務室 総務課秘書・広報担当 廃棄
総務課 会議等 委員会等 平成２８年度広報委員会 総務課 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 総務課事務室 総務課秘書・広報担当 廃棄
総務課 会議等 委員会等 平成２９年度運営会議1～6 総務課 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 総務課事務室 総務課秘書・広報担当 廃棄
総務課 会議等 委員会等 平成２９年度教育研究評議会１、２ 総務課 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 総務課事務室 総務課秘書・広報担当 廃棄
総務課 会議等 委員会等 平成２９年度経営協議会 総務課 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 総務課事務室 総務課秘書・広報担当 廃棄
総務課 会議等 委員会等 平成２９年度役員会 総務課 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 総務課事務室 総務課秘書・広報担当 廃棄
総務課 会議等 委員会等 平成３０年度運営会議1～6 総務課 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 総務課事務室 総務課秘書・広報担当 廃棄
総務課 会議等 委員会等 平成３０年度教育研究評議会１ 総務課 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 総務課事務室 総務課秘書・広報担当 廃棄
総務課 会議等 委員会等 平成３０年度経営協議会 総務課 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 総務課事務室 総務課秘書・広報担当 廃棄
総務課 会議等 委員会等 平成３０年度役員会 総務課 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 総務課事務室 総務課秘書・広報担当 廃棄
総務課 会議等 委員会等 平成２９年度広報委員会 総務課 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 総務課事務室 総務課秘書・広報担当 廃棄
総務課 会議等 委員会等 平成２８年度人権・ハラスメント防止委員会 総務課 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 会議等 委員会等 平成２８年度人事委員会綴１ 総務課 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 会議等 委員会等 平成２８年度人事委員会綴２ 総務課 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
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結果
総務課 会議等 委員会等 平成２８年度安全衛生委員会 総務課 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 会議等 委員会等 平成２８年度教授会 総務課 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 総務課事務室 総務課秘書・広報担当 廃棄
総務課 会議等 委員会等 平成２９年度教授会 総務課 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 総務課事務室 総務課秘書・広報担当 廃棄
総務課 会議等 委員会等 平成３０年度教授会 総務課 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 総務課事務室 総務課秘書・広報担当 廃棄
総務課 会議等 委員会等 平成２９年度安全衛生委員会 総務課 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 会議等 委員会等 平成２９年度人事委員会綴１ 総務課 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 会議等 委員会等 平成２９年度人事委員会綴２ 総務課 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 会議等 委員会等 平成２９年度人権・ハラスメント防止委員会 総務課 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 会議等 委員会等 平成３０年度安全衛生委員会 総務課 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 会議等 委員会等 平成３０年度人事委員会綴１ 総務課 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 会議等 委員会等 平成３０年度人事委員会綴２ 総務課 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 会議等 委員会等 平成３０年度人権・ハラスメント防止委員会１ 総務課 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 会議等 委員会等 平成３０年度人権・ハラスメント防止委員会２ 総務課 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 会議等 委員会等 平成３１年（令和元年）度教授会 総務課 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 総務課事務室 総務課秘書・広報担当 廃棄
総務課 会議等 委員会等 平成３０年度広報委員会 総務課 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 総務課事務室 総務課秘書・広報担当 廃棄
総務課 会議等 委員会等 令和元年度広報委員会 総務課 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 総務課事務室 総務課秘書・広報担当 廃棄
総務課 会議等 委員会等 令和元年度運営会議1～7 総務課 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 総務課事務室 総務課秘書・広報担当 廃棄
総務課 会議等 委員会等 令和元年度教育研究評議会１、２ 総務課 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 総務課事務室 総務課秘書・広報担当 廃棄
総務課 会議等 委員会等 令和元年度経営協議会 総務課 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 総務課事務室 総務課秘書・広報担当 廃棄
総務課 会議等 委員会等 令和元年度役員会 総務課 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 総務課事務室 総務課秘書・広報担当 廃棄
総務課 会議等 委員会等 令和２年度緊急事態対策本部会議 総務課 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 総務課事務室 総務課秘書・広報担当 移管
総務課 会議等 委員会等 令和２年度広報委員会 総務課 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 総務課事務室 総務課秘書・広報担当 廃棄
総務課 会議等 委員会等 令和２年度運営会議1～7 総務課 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 総務課事務室 総務課秘書・広報担当 廃棄
総務課 会議等 委員会等 令和２年度教育研究評議会１、２ 総務課 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 総務課事務室 総務課秘書・広報担当 廃棄
総務課 会議等 委員会等 令和２年度経営協議会 総務課 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 総務課事務室 総務課秘書・広報担当 廃棄
総務課 会議等 委員会等 令和２年度役員会 総務課 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 総務課事務室 総務課秘書・広報担当 廃棄
総務課 会議等 委員会等 平成３１年度安全衛生委員会 総務課 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 会議等 委員会等 平成３１年度人事委員会綴１ 総務課 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 会議等 委員会等 平成３１年度人事委員会綴２ 総務課 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 会議等 委員会等 平成３１年度人事委員会綴３ 総務課 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 会議等 委員会等 平成３１年度人権・ハラスメント防止委員会 総務課 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 会議等 委員会等 令和２年度安全衛生委員会 総務課 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 会議等 委員会等 令和２年度人事委員会綴１ 総務課 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 会議等 委員会等 令和２年度人事委員会綴２ 総務課 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 会議等 委員会等 令和２年度人事委員会綴３ 総務課 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 会議等 委員会等 令和２年度人権・ハラスメント防止委員会 総務課 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 共済関係 共済関係 平成２５年度給付金台帳 総務企画課 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 総務課事務室 総務課給与担当 廃棄
総務課 共済関係 共済関係 平成２５年度共済組合元帳 総務企画課 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 総務課事務室 総務課給与担当 廃棄
総務課 共済関係 共済関係 平成２５年度共済組合長期給付関係 総務企画課 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 総務課事務室 総務課給与担当 廃棄
総務課 人事関係 その他 平成２８年度身上調書 総務課 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 人事関係 その他 平成２８年度幹部職員人事関係 総務課 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 人事関係 その他 平成２８年度証明書 総務課 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 人事関係 その他 平成２９年度証明書１ 総務課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 人事関係 その他 平成２９年度証明書２ 総務課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 人事関係 その他 平成３０年度証明書１ 総務課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 人事関係 その他 平成３０年度証明書２ 総務課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 人事関係 その他 平成３１年度証明書１ 総務課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 人事関係 その他 平成３１年度証明書２ 総務課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 人事関係 その他 令和２年度証明書１ 総務課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 人事関係 その他 令和２年度証明書２ 総務課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 人事関係 その他 令和２年度助成金関係（新型コロナウイルス感染症） 総務課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 移管
総務課 人事関係 特任教員 平成１９年度～平成２６年度特任教員 総務企画課 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 人事関係 届出 平成２４年度給与支給基準改定関係 総務企画課 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 人事関係 届出 平成２４年度就業規則届 総務企画課 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 人事関係 届出 平成２５年度給与支給基準改定関係 総務企画課 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 人事関係 届出 平成２５年度就業規則届 総務企画課 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 人事関係 届出 平成２６年度給与支給基準改定関係 総務企画課 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 人事関係 届出 平成２６年度就業規則届 総務企画課 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 人事関係 届出 給与支給基準改定関係１ 総務課 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 人事関係 届出 平成２７年度就業規則届 総務課 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 人事関係 届出 平成２８年度給与支給基準改定関係 総務課 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 人事関係 届出 平成２８年度就業規則届 総務課 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 人事関係 届出 平成２９年度給与支給基準改定関係 総務課 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 人事関係 届出 平成２９年度就業規則届 総務課 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 人事関係 届出 平成２９年度外国人雇用関係 総務課 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 人事関係 届出 平成２９年度高齢者・障害者雇用関係 総務課 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 人事関係 届出 平成３０年度給与支給基準改定関係 総務課 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 人事関係 届出 平成３０年度就業規則届 総務課 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 人事関係 届出 平成３０年度高齢者・障害者雇用関係 総務課 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 人事関係 届出 平成３０年度外国人雇用関係 総務課 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 人事関係 届出 平成３１年度給与支給基準改定関係 総務課 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 人事関係 届出 平成３１年度就業規則届 総務課 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 人事関係 届出 平成３１年度高齢者・障害者雇用関係 総務課 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 人事関係 届出 平成３１年度外国人雇用関係 総務課 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 人事関係 届出 令和２年度給与支給基準改定関係 総務課 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 人事関係 届出 令和２年度就業規則届 総務課 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 人事関係 届出 令和２年度高齢者・障害者雇用関係 総務課 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
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結果
総務課 人事関係 届出 令和２年度外国人雇用関係 総務課 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 人事関係 給与決定 平成１９年度給与関係綴 総務企画課 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 人事関係 給与決定 平成２０年度給与関係綴 総務企画課 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 人事関係 給与決定 平成２１年度給与関係綴１ 総務企画課 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 人事関係 給与決定 平成２１年度給与関係綴２ 総務企画課 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 人事関係 給与決定 平成２２年度給与関係綴１ 総務企画課 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 人事関係 給与決定 平成２２年度給与関係綴２ 総務企画課 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 人事関係 給与決定 平成２３年度給与関係綴 総務企画課 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 人事関係 給与決定 平成２４年度給与関係綴 総務企画課 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 人事関係 給与決定 平成２５年度給与関係綴 総務企画課 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 人事関係 給与決定 平成２６年度給与関係綴１ 総務企画課 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 人事関係 給与決定 平成２６年度給与関係綴２ 総務企画課 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 人事関係 給与決定 平成２７年度給与関係綴１ 総務課 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 人事関係 給与決定 平成２７年度給与関係綴２ 総務課 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 人事関係 給与決定 平成２８年度給与関係綴１ 総務課 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 人事関係 給与決定 平成２８年度給与関係綴２ 総務課 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 人事関係 給与決定 平成２９年度給与関係綴１ 総務課 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 人事関係 給与決定 平成２９年度給与関係綴２ 総務課 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 人事関係 給与決定 平成３０年度給与関係綴１ 総務課 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 人事関係 給与決定 平成３０年度給与関係綴２ 総務課 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 人事関係 給与決定 平成３１年度給与関係綴１ 総務課 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 人事関係 給与決定 平成３１年度給与関係綴２ 総務課 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 人事関係 給与決定 令和２年度給与関係綴１ 総務課 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 人事関係 給与決定 令和２年度給与関係綴２ 総務課 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 人事関係 称号授与 昭和４１年度～平成２０年度名誉教授関係綴 総務企画課 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 人事関係 退職手当 平成２８年度退職手当（調書含） 総務課 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 人事関係 退職手当 平成２９年度退職手当（調書含） 総務課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 人事関係 退職手当 平成３０年度退職手当（調書含） 総務課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 人事関係 退職手当 平成３１年度退職手当（調書含） 総務課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 人事関係 退職手当 令和２年度退職手当（調書含） 総務課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 人事関係 任免 平成１７年度近畿地区国立大学法人等職員統一採用試験 総務企画課 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 人事関係 任免 平成１８年度近畿地区国立大学法人等職員統一採用試験 総務企画課 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 人事関係 任免 平成１９年度近畿地区国立大学法人等職員統一採用試験 総務企画課 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 人事関係 任免 平成１９年度任免関係綴１ 総務企画課 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 人事関係 任免 平成１９年度任免関係綴２ 総務企画課 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 人事関係 任免 平成２０年度近畿地区国立大学法人等職員統一採用試験 総務企画課 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 人事関係 任免 平成２０年度任免関係綴１ 総務企画課 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 人事関係 任免 平成２０年度任免関係綴２ 総務企画課 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 人事関係 任免 平成２１年度近畿地区国立大学法人等職員統一採用試験 総務企画課 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 人事関係 任免 平成２１年度任免関係綴１ 総務企画課 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 人事関係 任免 平成２１年度任免関係綴２ 総務企画課 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 人事関係 任免 平成２２年度近畿地区国立大学法人等職員統一採用試験 総務企画課 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 人事関係 任免 平成２２年度任免関係綴１ 総務企画課 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 人事関係 任免 平成２２年度任免関係綴２ 総務企画課 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 人事関係 任免 平成２３年度近畿地区国立大学法人等職員統一採用試験 総務企画課 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 人事関係 任免 平成２３年度任免関係綴１ 総務企画課 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 人事関係 任免 平成２３年度任免関係綴２ 総務企画課 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 人事関係 任免 平成２４年度教員審査専門委員会報告書 総務企画課 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 人事関係 任免 平成２４年度人事交流協定届 総務企画課 2013年4月1日 常用（無期限） 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 人事関係 任免 平成２４年度第二次試験調書 総務企画課 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 人事関係 任免 平成２４年度役員関係 総務企画課 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 人事関係 任免 平成２４年度近畿地区国立大学法人等職員統一採用試験 総務企画課 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 人事関係 任免 平成２４年度任免関係綴１ 総務企画課 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 人事関係 任免 平成２４年度任免関係綴２ 総務企画課 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 人事関係 任免 平成２５年度教員審査専門委員会報告書 総務企画課 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 人事関係 任免 平成２５年度人事交流協定届 総務企画課 2014年4月1日 常用（無期限） 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 人事関係 任免 平成２５年度第二次試験調書 総務企画課 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 人事関係 任免 平成２５年度役員関係 総務企画課 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 人事関係 任免 平成２５年度近畿地区国立大学法人等職員統一採用試験 総務企画課 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 人事関係 任免 平成２５年度任免関係綴１ 総務企画課 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 人事関係 任免 平成２５年度任免関係綴２ 総務企画課 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 人事関係 任免 平成２６年度教員審査専門委員会報告書 総務企画課 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 人事関係 任免 平成２６年度人事交流協定届 総務企画課 2015年4月1日 常用（無期限） 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 人事関係 任免 平成２６年度第二次試験調書 総務企画課 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 人事関係 任免 平成２６年度役員関係 総務企画課 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 人事関係 任免 平成２６年度近畿地区国立大学法人等職員統一採用試験 総務企画課 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 人事関係 任免 平成２６年度任免関係綴１ 総務企画課 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 人事関係 任免 平成２６年度任免関係綴２ 総務企画課 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 人事関係 任免 平成２７年度教員審査専門委員会報告書 総務課 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 人事関係 任免 平成２７年度人事交流協定届 総務課 2016年4月1日 常用（無期限） 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 人事関係 任免 平成２７年度第２次試験調書 総務課 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 人事関係 任免 平成２７年度役員関係 総務課 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 人事関係 任免 平成２７年度近畿地区国立大学法人等職員統一採用試験 総務課 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 人事関係 任免 平成２７年度任免関係綴１ 総務課 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 人事関係 任免 平成２７年度任免関係綴２ 総務課 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 人事関係 任免 平成２８年度教員審査専門委員会報告書 総務課 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 人事関係 任免 平成２８年度人事交流協定届 総務課 2017年4月1日 常用（無期限） 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
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結果
総務課 人事関係 任免 平成２８年度職員採用試験第２次試験調書 総務課 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 人事関係 任免 平成２８年度役員関係 総務課 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 人事関係 任免 平成２８年度近畿地区国立大学法人等職員統一採用試験 総務課 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 人事関係 任免 平成２８年度任免関係綴１ 総務課 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 人事関係 任免 平成２８年度任免関係綴２ 総務課 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 人事関係 任免 平成２９年度教員審査専門委員会報告書 総務課 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 人事関係 任免 平成２９年度人事交流協定届 総務課 2018年4月1日 常用（無期限） 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 人事関係 任免 平成２９年度職員採用試験第２次試験調書 総務課 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 人事関係 任免 平成２９年度役員関係 総務課 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 人事関係 任免 平成２９年度近畿地区国立大学法人等職員統一採用試験 総務課 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 人事関係 任免 平成２９年度任免関係綴１ 総務課 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 人事関係 任免 平成２９年度任免関係綴２ 総務課 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 人事関係 任免 平成２９年度任免関係綴３ 総務課 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 人事関係 任免 平成２９年度育児休業関係１ 総務課 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 人事関係 任免 平成２９年度育児休業関係２ 総務課 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 人事関係 任免 平成３０年度教員審査専門委員会報告書 総務課 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 人事関係 任免 平成３０年度人事交流協定届 総務課 2019年4月1日 常用（無期限） 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 人事関係 任免 平成３０年度職員採用試験第２次試験調書 総務課 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 人事関係 任免 平成３０年度役員関係 総務課 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 人事関係 任免 平成３０年度近畿地区国立大学法人等職員統一採用試験 総務課 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 人事関係 任免 平成３０年度任免関係綴１ 総務課 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 人事関係 任免 平成３０年度任免関係綴２ 総務課 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 人事関係 任免 平成３０年度任免関係綴３ 総務課 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 人事関係 任免 平成３０年度育児休業関係１ 総務課 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 人事関係 任免 平成３０年度育児休業関係２ 総務課 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 人事関係 任免 平成３１年度教員審査専門委員会報告書 総務課 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 人事関係 任免 平成３１年度人事交流協定届 総務課 2020年4月1日 常用（無期限） 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 人事関係 任免 平成３１年度職員採用試験調書 総務課 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 人事関係 任免 平成３１年度役員関係 総務課 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 人事関係 任免 平成３１年度近畿地区国立大学法人等職員統一採用試験 総務課 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 人事関係 任免 平成３１年度任免関係綴１ 総務課 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 人事関係 任免 平成３１年度任免関係綴２ 総務課 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 人事関係 任免 平成３１年度育児休業関係 総務課 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 人事関係 任免 平成３１年度育児時間関係・育児短時間勤務関係 総務課 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 人事関係 任免 令和２年度教員審査専門委員会報告書 総務課 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 人事関係 任免 令和２年度人事交流協定届 総務課 2021年4月1日 常用（無期限） 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 人事関係 任免 令和２年度職員採用試験調書 総務課 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 人事関係 任免 令和２年度役員関係 総務課 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 人事関係 任免 令和２年度近畿地区国立大学法人等職員統一採用試験 総務課 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 人事関係 任免 令和２年度任免関係綴１ 総務課 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 人事関係 任免 令和２年度任免関係綴２ 総務課 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 人事関係 任免 令和２年度任免関係綴３ 総務課 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 人事関係 任免 令和２年度育児休業関係 総務課 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 人事関係 任免 令和２年度育児時間関係・育児短時間勤務関係 総務課 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 人事関係 任免 再雇用関係（H19～H29） 総務課 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 人事関係 非常勤講師 平成２８年度非常勤講師綴１ 総務課 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 人事関係 非常勤講師 平成２８年度非常勤講師綴２ 総務課 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 人事関係 非常勤講師 平成２９年度非常勤講師綴１ 総務課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 人事関係 非常勤講師 平成２９年度非常勤講師綴２ 総務課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 人事関係 非常勤講師 平成３０年度非常勤講師綴１ 総務課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 人事関係 非常勤講師 平成３０年度非常勤講師綴２ 総務課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 人事関係 非常勤講師 平成３１年度非常勤講師綴１ 総務課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 人事関係 非常勤講師 平成３１年度非常勤講師綴２ 総務課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 人事関係 非常勤講師 令和２年度非常勤講師綴１ 総務課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 人事関係 非常勤講師 令和２年度非常勤講師綴２ 総務課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 人事関係 非常勤職員、ティーチング・アシスタント、ＲＡ等平成２８年度時間雇用職員綴（募集） 総務課 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 人事関係 非常勤職員、ティーチング・アシスタント、ＲＡ等平成２８年度時間雇用職員綴１ 総務課 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 人事関係 非常勤職員、ティーチング・アシスタント、ＲＡ等平成２８年度時間雇用職員綴２ 総務課 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 人事関係 非常勤職員、ティーチング・アシスタント、ＲＡ等平成２９年度時間雇用職員綴（募集） 総務課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 人事関係 非常勤職員、ティーチング・アシスタント、ＲＡ等平成２９年度時間雇用職員綴１ 総務課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 人事関係 非常勤職員、ティーチング・アシスタント、ＲＡ等平成３０年度時間雇用職員綴（募集） 総務課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 人事関係 非常勤職員、ティーチング・アシスタント、ＲＡ等平成３０年度時間雇用職員綴１ 総務課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 人事関係 非常勤職員、ティーチング・アシスタント、ＲＡ等無期労働契約転換 総務課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 人事関係 非常勤職員、ティーチング・アシスタント、ＲＡ等平成３１年度時間雇用職員綴（募集） 総務課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 人事関係 非常勤職員、ティーチング・アシスタント、ＲＡ等平成３１年度時間雇用職員綴１ 総務課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 人事関係 非常勤職員、ティーチング・アシスタント、ＲＡ等平成３１年度時間雇用職員綴２ 総務課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 人事関係 非常勤職員、ティーチング・アシスタント、ＲＡ等令和２年度無期労働契約転換 総務課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 人事関係 非常勤職員、ティーチング・アシスタント、ＲＡ等令和２年度時間雇用職員綴（募集） 総務課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 人事関係 非常勤職員、ティーチング・アシスタント、ＲＡ等令和２年度時間雇用職員綴１ 総務課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 人事関係 非常勤職員、ティーチング・アシスタント、ＲＡ等令和２年度時間雇用職員綴２ 総務課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 調査・統計 各種調査 平成２３年度調査関係 総務企画課 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 調査・統計 各種調査 平成２４年度調査関係 総務企画課 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 調査・統計 各種調査 平成２５年度調査関係 総務企画課 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 調査・統計 各種調査 平成３０年度調査関係１ 総務課 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 調査・統計 各種調査 平成３０年度調査関係２ 総務課 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 調査・統計 各種調査 平成３０年度調査関係３ 総務課 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 調査・統計 各種調査 平成２６年度調査関係１ 総務企画課 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄

37



法人文書ファイル管理簿

文書分類
（大分類）

文書分類
（中分類）

文書分類
（小分類）

法人文書ファイル名 作成者 作成（取得）時期
保存
期間

保存期間
満了時期

媒体の
種別

保存場所 管理担当課・係
保存期間満
了時の措置

結果
総務課 調査・統計 各種調査 平成２６年度調査関係２ 総務企画課 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 調査・統計 各種調査 平成２７年度調査関係１ 総務課 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 調査・統計 各種調査 平成２７年度調査関係２ 総務課 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 調査・統計 各種調査 平成２８年度調査関係１ 総務課 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 調査・統計 各種調査 平成２８年度調査関係２ 総務課 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 調査・統計 各種調査 平成２８年度調査関係３ 総務課 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 調査・統計 各種調査 平成２９年度調査関係１ 総務課 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 調査・統計 各種調査 平成２９年度調査関係２ 総務課 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 調査・統計 各種調査 平成２９年度調査関係３ 総務課 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 調査・統計 各種調査 平成３１年度調査関係１ 総務課 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 調査・統計 各種調査 平成３１年度調査関係２ 総務課 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 調査・統計 各種調査 平成３１年度調査関係３ 総務課 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 調査・統計 各種調査 平成３１年度調査関係４ 総務課 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 調査・統計 各種調査 令和２年度調査関係１ 総務課 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 調査・統計 各種調査 令和２年度調査関係２ 総務課 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 調査・統計 各種調査 令和２年度調査関係３ 総務課 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 調査・統計 各種調査 令和元年度労働時間調査・年休取得状況調査１ 総務課 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 調査・統計 各種調査 令和元年度労働時間調査・年休取得状況調査２ 総務課 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 調査・統計 文部省調査 平成２３年度給与水準関係 総務企画課 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 調査・統計 文部省調査 平成２４年度給与水準関係 総務企画課 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 調査・統計 文部省調査 平成２５年度給与水準関係 総務企画課 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 調査・統計 文部省調査 平成２６年度給与水準関係 総務課 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 調査・統計 文部省調査 平成２７年度給与水準関係 総務課 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 調査・統計 文部省調査 平成２９３０年度給与水準関係（平成28２９年度分） 総務課 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 調査・統計 文部省調査 平成２９令和元年度給与水準関係（平成29３０年度分） 総務課 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 調査・統計 文部省調査 平成３０令和２年度給与水準関係（平成30令和元年度分） 総務課 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 調査・統計 文部省調査 令和３年度給与水準関係（令和２年度分） 総務課 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 服務・福祉 栄典（叙勲） 叙位・叙勲関係（生存）平成２３年度 総務企画課 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 服務・福祉 栄典（叙勲） 平成２３年度～２４年度叙位・叙勲関係 総務企画課 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 服務・福祉 栄典（叙勲） 平成２５年度叙位・叙勲関係 総務企画課 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 服務・福祉 栄典（叙勲） 平成２６年度叙位・叙勲関係 総務企画課 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 服務・福祉 栄典（叙勲） 平成２７年度叙位・叙勲関係 総務課 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 服務・福祉 栄典（叙勲） 平成２８年度叙位・叙勲関係 総務課 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 服務・福祉 栄典（叙勲） 平成２９年度叙位・叙勲関係 総務課 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 服務・福祉 栄典（叙勲） 平成３０年度叙位・叙勲関係 総務課 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 服務・福祉 栄典（叙勲） 平成３１年度叙位・叙勲関係 総務課 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 服務・福祉 栄典（叙勲） 令和２年度叙位・叙勲関係 総務課 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 服務・福祉 勤務時間管理 平成２８年度勤務時間報告書 総務課 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 服務・福祉 勤務時間管理 平成２９年度勤務時間報告書 総務課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 服務・福祉 勤務時間管理 平成３０年度勤務時間報告書 総務課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 服務・福祉 勤務時間管理 平成３１年度勤務時間報告書 総務課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 服務・福祉 勤務時間管理 令和２年度勤務時間報告書 総務課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 服務・福祉 勤務時間管理 令和２年度在宅勤務関係１（新型コロナウイルス感染症） 総務課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 移管
総務課 服務・福祉 勤務時間管理 令和２年度在宅勤務関係２（新型コロナウイルス感染症） 総務課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 移管
総務課 服務・福祉 表彰 平成１８年度～平成２４年度永年勤続者表彰 総務企画課 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 服務・福祉 表彰 平成２５年度～平成２６年度表彰関係 総務企画課 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 服務・福祉 表彰 平成２７年度表彰関係 総務課 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 服務・福祉 表彰 平成２８年度表彰関係 総務課 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 服務・福祉 表彰 平成２９年度表彰関係 総務課 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 服務・福祉 表彰 平成３０年度表彰関係 総務課 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 服務・福祉 表彰 平成３１年度表彰関係 総務課 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 服務・福祉 表彰 令和２年度表彰関係 総務課 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 服務・福祉 保健 平成２８年度健康診断等 総務課 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 服務・福祉 保健 平成２９年度健康診断等 総務課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 服務・福祉 保健 平成３０年度健康診断等 総務課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 服務・福祉 保健 平成３１年度健康診断等 総務課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 服務・福祉 保健 令和２年度健康診断等 総務課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 服務・福祉 休暇、代休 平成２８年休日の振替、代休指定変更簿 総務課 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 服務・福祉 休暇、代休 平成２９年休日の振替、代休指定変更簿 総務課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 服務・福祉 休暇、代休 平成３０年休日の振替、代休指定変更簿 総務課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 服務・福祉 休暇、代休 平成３１年休日の振替、代休指定変更簿 総務課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 服務・福祉 休暇、代休 令和２年休日の振替、代休指定変更簿 総務課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 服務・福祉 出張・研修 平成２８年度大学院研修員 総務課 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 服務・福祉 出張・研修 平成２８年度サバティカル制度 総務課 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 服務・福祉 出張・研修 平成２８年度研修承認願 総務課 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 服務・福祉 出張・研修 平成２８年度私事渡航届 総務課 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 服務・福祉 出張・研修 平成２９年度大学院研修員 総務課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 服務・福祉 出張・研修 平成２９年度サバティカル制度 総務課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 服務・福祉 出張・研修 平成２９年度研修承認願 総務課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 服務・福祉 出張・研修 平成２９年度私事渡航届 総務課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 服務・福祉 出張・研修 平成３０年度研修関係１ 総務課 2019年4月1日 3年 2022年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 服務・福祉 出張・研修 平成３０年度研修関係２ 総務課 2019年4月1日 3年 2022年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 服務・福祉 出張・研修 平成３０年度教養研修（放送大学） 総務課 2019年4月1日 3年 2022年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 服務・福祉 出張・研修 平成３０年度大学院研修員 総務課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 服務・福祉 出張・研修 平成３０年度サバティカル制度 総務課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 服務・福祉 出張・研修 平成３０年度研修承認願 総務課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 服務・福祉 出張・研修 平成３１年度研修関係１ 総務課 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
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結果
総務課 服務・福祉 出張・研修 平成３１年度研修関係２ 総務課 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 服務・福祉 出張・研修 平成３１年度教養研修（放送大学） 総務課 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 服務・福祉 出張・研修 平成３１年度大学院研修員 総務課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 服務・福祉 出張・研修 平成３１年度サバティカル制度 総務課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 服務・福祉 出張・研修 平成３１年度研修承認願 総務課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 服務・福祉 出張・研修 令和２年度研修関係１ 総務課 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 服務・福祉 出張・研修 令和２年度教養研修（放送大学） 総務課 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 服務・福祉 出張・研修 令和２年度大学院研修員 総務課 2021年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 服務・福祉 出張・研修 令和２年度サバティカル制度 総務課 2021年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 服務・福祉 出張・研修 令和２年度研修承認願 総務課 2021年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 服務・福祉 併任・兼業 平成３０年度兼業関係１ 総務課 2019年4月1日 3年 2022年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 服務・福祉 併任・兼業 平成３０年度兼業関係２ 総務課 2019年4月1日 3年 2022年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 服務・福祉 併任・兼業 平成３０年度兼業関係３ 総務課 2019年4月1日 3年 2022年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 服務・福祉 併任・兼業 平成３０年度兼業関係４ 総務課 2019年4月1日 3年 2022年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 服務・福祉 併任・兼業 平成３０年度兼業関係５ 総務課 2019年4月1日 3年 2022年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 服務・福祉 併任・兼業 平成３１年度兼業関係１ 総務課 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 服務・福祉 併任・兼業 平成３１年度兼業関係２ 総務課 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 服務・福祉 併任・兼業 平成３１年度兼業関係３ 総務課 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 服務・福祉 併任・兼業 平成３１年度兼業関係４ 総務課 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 服務・福祉 併任・兼業 令和２年度兼業関係１ 総務課 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 服務・福祉 併任・兼業 令和２年度兼業関係２ 総務課 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 服務・福祉 併任・兼業 令和２年度兼業関係３ 総務課 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 旅費 命令簿 平成２８年度復命書（課長） 総務課 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 旅費 命令簿 平成２８年度復命書（職員） 総務課 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 旅費 命令簿 平成２８年度旅行命令簿（職員） 総務課 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 旅費 命令簿 平成２８年度旅行命令簿（学外委員等） 総務課 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 旅費 命令簿 平成２８年度旅行命令簿（教員） 総務課 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 旅費 命令簿 平成２９年度復命書（職員） 総務課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 旅費 命令簿 平成２９年度旅行命令簿（職員） 総務課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 旅費 命令簿 平成２９年度旅行命令簿（学外委員等） 総務課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 旅費 命令簿 平成３０年度復命書（職員） 総務課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 旅費 命令簿 平成３０年度旅行命令簿（職員） 総務課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 旅費 命令簿 平成３０年度旅行命令簿（学外委員等） 総務課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 旅費 命令簿 平成３０年度復命書（大学教員）１ 総務課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 旅費 命令簿 平成３０年度復命書（大学教員）２ 総務課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 旅費 命令簿 平成３０年度旅行命令簿（大学教員）１ 総務課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 旅費 命令簿 平成３０年度旅行命令簿（大学教員）２ 総務課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 旅費 命令簿 平成３０年度旅行命令簿（大学教員）３ 総務課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 旅費 命令簿 平成３０年度旅行命令簿（大学教員）４ 総務課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 旅費 命令簿 平成３０年度旅行命令簿（大学教員）５ 総務課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 旅費 命令簿 平成３０年度旅行命令簿（大学教員）６ 総務課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 旅費 命令簿 平成３１年度復命書（大学教員）１ 総務課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 旅費 命令簿 平成３１年度復命書（大学教員）２ 総務課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 旅費 命令簿 平成３１年度旅行命令簿（大学教員）１ 総務課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 旅費 命令簿 平成３１年度旅行命令簿（大学教員）２ 総務課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 旅費 命令簿 平成３１年度旅行命令簿（大学教員）３ 総務課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 旅費 命令簿 平成３１年度旅行命令簿（大学教員）４ 総務課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 旅費 命令簿 平成３１年度旅行命令簿（大学教員）５ 総務課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 旅費 命令簿 平成３１年度旅行命令簿（大学教員）６ 総務課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 旅費 命令簿 平成３１年度復命書（職員） 総務課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 旅費 命令簿 平成３１年度旅行命令簿（職員） 総務課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 旅費 命令簿 平成３１年度旅行命令簿（学外委員等） 総務課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 旅費 命令簿 令和２年度旅行命令簿（大学教員）１ 総務課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 旅費 命令簿 令和２年度旅行命令簿（大学教員）２ 総務課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 旅費 命令簿 令和２年度旅行命令簿（大学教員）３ 総務課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 旅費 命令簿 令和２年度復命書（職員） 総務課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 旅費 命令簿 令和２年度旅行命令簿（職員） 総務課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 旅費 命令簿 令和２年度旅行命令簿（学外委員等） 総務課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 旅費 命令簿 令和２年度旅行命令簿（学長・事務局長） 総務課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
総務課 旅費 命令簿 令和２年度旅行命令簿（監事・経営協議会学外委員等） 総務課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 総務課事務室 総務課人事・福祉担当 廃棄
附属小学校 会議等 職員会議 平成２８年度職員会議録 附属小学校 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 附小書庫 附属小学校 廃棄
附属小学校 会議等 職員会議 平成２９年度職員会議録 附属小学校 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 附小書庫 附属小学校 廃棄
附属小学校 会議等 職員会議 平成３０年度職員会議録 附属小学校 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 附小書庫 附属小学校 廃棄
附属小学校 会議等 職員会議 令和元年度職員会議録 附属小学校 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 附小書庫 附属小学校 廃棄
附属小学校 会議等 職員会議 令和２年度職員会議録 附属小学校 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附小書庫 附属小学校 廃棄
附属小学校 学籍関係 学籍関係 卒業生台帳 附属小学校 1966年4月1日 常用（無期限） 紙 附小書庫 附属小学校 廃棄
附属小学校 学籍関係 学籍関係 平成２８年度児童転出入関係書類 附属小学校 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 附小書庫 附属小学校 廃棄
附属小学校 学籍関係 学籍関係 平成２９年度児童転出入関係書類 附属小学校 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 附小書庫 附属小学校 廃棄
附属小学校 学籍関係 学籍関係 平成３０年度児童転出入関係書類 附属小学校 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 附小書庫 附属小学校 廃棄
附属小学校 学籍関係 学籍関係 令和元年度児童転出入関係書類 附属小学校 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 附小書庫 附属小学校 廃棄
附属小学校 学籍関係 学籍関係 令和２年度児童転出入関係書類 附属小学校 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附小書庫 附属小学校 廃棄
附属小学校 教務関係 その他教務関係 平成２８年度校時表 附属小学校 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 附小書庫 附属小学校 廃棄
附属小学校 教務関係 その他教務関係 平成２８年度年間行事予定表 附属小学校 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 附小書庫 附属小学校 廃棄
附属小学校 教務関係 その他教務関係 平成２９年度校時表 附属小学校 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 附小書庫 附属小学校 廃棄
附属小学校 教務関係 その他教務関係 平成２９年度年間行事予定表 附属小学校 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 附小書庫 附属小学校 廃棄
附属小学校 教務関係 その他教務関係 平成３０年度校時表 附属小学校 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 附小書庫 附属小学校 廃棄
附属小学校 教務関係 その他教務関係 平成３０年度年間行事予定表 附属小学校 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 附小書庫 附属小学校 廃棄
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結果
附属小学校 教務関係 その他教務関係 平成３０年度年間行事予定表 附属小学校 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 附小書庫 附属小学校 廃棄
附属小学校 教務関係 その他教務関係 令和元年度校時表 附属小学校 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 附小書庫 附属小学校 廃棄
附属小学校 教務関係 その他教務関係 令和元年年間行事予定表 附属小学校 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 附小書庫 附属小学校 廃棄
附属小学校 教務関係 その他教務関係 令和元年月間行事予定表 附属小学校 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 附小書庫 附属小学校 廃棄
附属小学校 教務関係 その他教務関係 令和２年度校時表 附属小学校 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附小書庫 附属小学校 廃棄
附属小学校 教務関係 その他教務関係 令和２年年間行事予定表 附属小学校 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附小書庫 附属小学校 廃棄
附属小学校 教務関係 その他教務関係 令和２年月間行事予定表 附属小学校 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附小書庫 附属小学校 廃棄
附属小学校 教務関係 学校要覧 平成２８年度学校要覧 附属小学校 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 附小書庫 附属小学校 廃棄
附属小学校 教務関係 学校要覧 平成２９年度学校要覧 附属小学校 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 附小書庫 附属小学校 廃棄
附属小学校 教務関係 学校要覧 平成３０年度学校要覧 附属小学校 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 附小書庫 附属小学校 廃棄
附属小学校 教務関係 学校要覧 令和元年度学校要覧 附属小学校 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 附小書庫 附属小学校 廃棄
附属小学校 教務関係 学校要覧 令和２年度学校要覧 附属小学校 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附小書庫 附属小学校 廃棄
附属小学校 教務関係 校務分掌 平成２８年度校務分掌表 附属小学校 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 附小書庫 附属小学校 廃棄
附属小学校 教務関係 校務分掌 平成２９年度校務分掌表 附属小学校 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 附小書庫 附属小学校 廃棄
附属小学校 教務関係 校務分掌 平成３０年度校務分掌表 附属小学校 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 附小書庫 附属小学校 廃棄
附属小学校 教務関係 校務分掌 令和元年校務分掌表 附属小学校 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 附小書庫 附属小学校 廃棄
附属小学校 教務関係 校務分掌 令和２年校務分掌表 附属小学校 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附小書庫 附属小学校 廃棄
附属小学校 教務関係 指導要録 平成１３年度児童指導要録（学籍関係） 附属小学校 2002年4月1日 20年 2022年3月31日 紙 附小書庫 附属小学校 廃棄
附属小学校 教務関係 指導要録 平成１４年度児童指導要録（学籍関係） 附属小学校 2003年4月1日 20年 2023年3月31日 紙 附小書庫 附属小学校 廃棄
附属小学校 教務関係 指導要録 平成１５年度児童指導要録（学籍関係） 附属小学校 2004年4月1日 20年 2024年3月31日 紙 附小書庫 附属小学校 廃棄
附属小学校 教務関係 指導要録 平成１６年度児童指導要録（学籍関係） 附属小学校 2005年4月1日 20年 2025年3月31日 紙 附小書庫 附属小学校 廃棄
附属小学校 教務関係 指導要録 平成１７年度児童指導要録（学籍関係） 附属小学校 2006年4月1日 20年 2026年3月31日 紙 附小書庫 附属小学校 廃棄
附属小学校 教務関係 指導要録 平成１８年度児童指導要録（学籍関係） 附属小学校 2007年4月1日 20年 2027年3月31日 紙 附小書庫 附属小学校 廃棄
附属小学校 教務関係 指導要録 平成１９年度児童指導要録（学籍関係） 附属小学校 2008年4月1日 20年 2028年3月31日 紙 附小書庫 附属小学校 廃棄
附属小学校 教務関係 指導要録 平成２０年度児童指導要録（学籍関係） 附属小学校 2009年4月1日 20年 2029年3月31日 紙 附小書庫 附属小学校 廃棄
附属小学校 教務関係 指導要録 平成２１年度児童指導要録（学籍関係） 附属小学校 2010年4月1日 20年 2030年3月31日 紙 附小書庫 附属小学校 廃棄
附属小学校 教務関係 指導要録 平成２２年度児童指導要録（学籍関係） 附属小学校 2011年4月1日 20年 2031年3月31日 紙 附小書庫 附属小学校 廃棄
附属小学校 教務関係 指導要録 平成２３年度児童指導要録（学籍関係） 附属小学校 2012年4月1日 20年 2032年3月31日 紙 附小書庫 附属小学校 廃棄
附属小学校 教務関係 指導要録 平成２４年度児童指導要録（学籍関係） 附属小学校 2013年4月1日 20年 2033年3月31日 紙 附小書庫 附属小学校 廃棄
附属小学校 教務関係 指導要録 平成２５年度児童指導要録（学籍関係） 附属小学校 2014年4月1日 20年 2034年3月31日 紙 附小書庫 附属小学校 廃棄
附属小学校 教務関係 指導要録 平成２６年度児童指導要録（学籍関係） 附属小学校 2015年4月1日 20年 2035年3月31日 紙 附小書庫 附属小学校 廃棄
附属小学校 教務関係 指導要録 平成２７年度児童指導要録（学籍関係） 附属小学校 2016年4月1日 20年 2036年3月31日 紙 附小書庫 附属小学校 廃棄
附属小学校 教務関係 指導要録 平成２８年度児童指導要録（学籍外） 附属小学校 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 附小書庫 附属小学校 廃棄
附属小学校 教務関係 指導要録 平成２８年度児童指導要録（学籍関係） 附属小学校 2017年4月1日 20年 2037年3月31日 紙 附小書庫 附属小学校 廃棄
附属小学校 教務関係 指導要録 平成２９年度児童指導要録（学籍外） 附属小学校 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 附小書庫 附属小学校 廃棄
附属小学校 教務関係 指導要録 平成２９年度児童指導要録（学籍関係） 附属小学校 2018年4月1日 20年 2038年3月31日 紙 附小書庫 附属小学校 廃棄
附属小学校 教務関係 指導要録 平成３０年度児童指導要録（学籍外） 附属小学校 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 附小書庫 附属小学校 廃棄
附属小学校 教務関係 指導要録 平成３０年度児童指導要録（学籍関係） 附属小学校 2019年4月1日 20年 2039年3月31日 紙 附小書庫 附属小学校 廃棄
附属小学校 教務関係 指導要録 令和元年度児童指導要録（学籍外） 附属小学校 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 附小書庫 附属小学校 廃棄
附属小学校 教務関係 指導要録 令和元年度児童指導要録（学籍関係） 附属小学校 2020年4月1日 20年 2040年3月31日 紙 附小書庫 附属小学校 廃棄
附属小学校 教務関係 指導要録 令和２年度児童指導要録（学籍外） 附属小学校 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附小書庫 附属小学校 廃棄
附属小学校 教務関係 指導要録 令和２年度児童指導要録（学籍関係） 附属小学校 2021年4月1日 20年 2041年3月31日 紙 附小書庫 附属小学校 廃棄
附属小学校 教務関係 出席簿 平成２８年度出席簿 附属小学校 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 附小書庫 附属小学校 廃棄
附属小学校 教務関係 出席簿 平成２９年度出席簿 附属小学校 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 附小書庫 附属小学校 廃棄
附属小学校 教務関係 出席簿 平成３０年度出席簿 附属小学校 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 附小書庫 附属小学校 廃棄
附属小学校 教務関係 出席簿 令和元年度出席簿 附属小学校 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 附小書庫 附属小学校 廃棄
附属小学校 教務関係 出席簿 令和２年度出席簿 附属小学校 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附小書庫 附属小学校 廃棄
附属小学校 行事関係 修学旅行等 平成２８年度修学旅行等関係文書 附属小学校 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 附小書庫 附属小学校 廃棄
附属小学校 行事関係 修学旅行等 平成２９年度修学旅行等関係文書 附属小学校 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 附小書庫 附属小学校 廃棄
附属小学校 行事関係 修学旅行等 平成３０年度修学旅行等関係文書 附属小学校 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 附小書庫 附属小学校 廃棄
附属小学校 行事関係 修学旅行等 令和元年度修学旅行等関係文書 附属小学校 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 附小書庫 附属小学校 廃棄
附属小学校 行事関係 修学旅行等 令和２年度修学旅行等関係文書 附属小学校 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附小書庫 附属小学校 廃棄
附属小学校 行事関係 入学式・卒業式 平成２８年度入学式・卒業式次第 附属小学校 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 附小書庫 附属小学校 廃棄
附属小学校 行事関係 入学式・卒業式 平成２９年度入学式・卒業式次第 附属小学校 2017年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 附小書庫 附属小学校 廃棄
附属小学校 行事関係 入学式・卒業式 平成３０年度入学式・卒業式次第 附属小学校 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 附小書庫 附属小学校 廃棄
附属小学校 行事関係 入学式・卒業式 令和元年度入学式・卒業式次第 附属小学校 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 附小書庫 附属小学校 廃棄
附属小学校 行事関係 入学式・卒業式 令和２年度入学式・卒業式次第 附属小学校 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附小書庫 附属小学校 廃棄
附属小学校 入試関係 入学選考関係 平成２８年度合格者判定会議録 附属小学校 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 附小書庫 附属小学校 廃棄
附属小学校 入試関係 入学選考関係 平成２８年度合格者名簿 附属小学校 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 附小書庫 附属小学校 廃棄
附属小学校 入試関係 入学選考関係 平成２８年度附属小学校出願者受付名簿 附属小学校 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 附小書庫 附属小学校 廃棄
附属小学校 入試関係 入学選考関係 平成２９年度合格者判定会議録 附属小学校 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 附小書庫 附属小学校 廃棄
附属小学校 入試関係 入学選考関係 平成２９年度合格者名簿 附属小学校 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 附小書庫 附属小学校 廃棄
附属小学校 入試関係 入学選考関係 平成２９年度附属小学校出願者受付名簿 附属小学校 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 附小書庫 附属小学校 廃棄
附属小学校 入試関係 入学選考関係 平成３０年度合格者判定会議録 附属小学校 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 附小書庫 附属小学校 廃棄
附属小学校 入試関係 入学選考関係 平成３０年度合格者名簿 附属小学校 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 附小書庫 附属小学校 廃棄
附属小学校 入試関係 入学選考関係 平成３０年度附属小学校出願者受付名簿 附属小学校 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 附小書庫 附属小学校 廃棄
附属小学校 入試関係 入学選考関係 令和元年度合格者判定会議録 附属小学校 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 附小書庫 附属小学校 廃棄
附属小学校 入試関係 入学選考関係 令和元年度合格者名簿 附属小学校 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 附小書庫 附属小学校 廃棄
附属小学校 入試関係 入学選考関係 令和元年度附属小学校出願者受付名簿 附属小学校 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 附小書庫 附属小学校 廃棄
附属小学校 入試関係 入学選考関係 令和２年度合格者判定会議録 附属小学校 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附小書庫 附属小学校 廃棄
附属小学校 入試関係 入学選考関係 令和２年度合格者名簿 附属小学校 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附小書庫 附属小学校 廃棄
附属小学校 入試関係 入学選考関係 令和２年度附属小学校出願者受付名簿 附属小学校 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附小書庫 附属小学校 廃棄
附属小学校 入試関係 募集要項 平成２８年度附属小学校児童募集要項 附属小学校 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 附小書庫 附属小学校 廃棄
附属小学校 入試関係 募集要項 平成２９年度附属小学校児童募集要項 附属小学校 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 附小書庫 附属小学校 廃棄
附属小学校 入試関係 募集要項 平成３０年度附属小学校児童募集要項 附属小学校 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 附小書庫 附属小学校 廃棄
附属小学校 入試関係 募集要項 令和元年度附属小学校児童募集要項 附属小学校 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 附小書庫 附属小学校 廃棄
附属小学校 入試関係 募集要項 令和２年度附属小学校児童募集要項 附属小学校 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附小書庫 附属小学校 廃棄
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結果
附属中学校 教務関係 指導要録 平成１３年度生徒指導要録（学籍関係） 中学校 2002年4月1日 20年 2022年3月31日 紙 附中書庫 附属中学校 廃棄
附属中学校 教務関係 指導要録 平成１４年度生徒指導要録（学籍関係） 中学校 2003年4月1日 20年 2023年3月31日 紙 附中書庫 附属中学校 廃棄
附属中学校 教務関係 指導要録 平成１５年度生徒指導要録（学籍関係） 中学校 2004年4月1日 20年 2024年3月31日 紙 附中書庫 附属中学校 廃棄
附属中学校 教務関係 指導要録 平成１６年度生徒指導要録（学籍関係） 中学校 2005年4月1日 20年 2025年3月31日 紙 附中書庫 附属中学校 廃棄
附属中学校 教務関係 指導要録 平成１７年度生徒指導要録（学籍関係） 中学校 2006年4月1日 20年 2026年3月31日 紙 附中書庫 附属中学校 廃棄
附属中学校 教務関係 指導要録 平成１８年度生徒指導要録（学籍関係） 中学校 2007年4月1日 20年 2027年3月31日 紙 附中書庫 附属中学校 廃棄
附属中学校 教務関係 指導要録 平成１９年度生徒指導要録（学籍関係） 中学校 2008年4月1日 20年 2028年3月31日 紙 附中書庫 附属中学校 廃棄
附属中学校 教務関係 指導要録 平成２０年度生徒指導要録（学籍関係） 中学校 2009年4月1日 20年 2029年3月31日 紙 附中書庫 附属中学校 廃棄
附属中学校 教務関係 指導要録 平成２１年度生徒指導要録（学籍関係） 中学校 2010年4月1日 20年 2030年3月31日 紙 附中書庫 附属中学校 廃棄
附属中学校 教務関係 指導要録 平成２２年度生徒指導要録（学籍関係） 中学校 2011年4月1日 20年 2031年3月31日 紙 附中書庫 附属中学校 廃棄
附属中学校 教務関係 指導要録 平成２３年度生徒指導要録（学籍関係） 中学校 2012年4月1日 20年 2032年3月31日 紙 附中書庫 附属中学校 廃棄
附属中学校 教務関係 指導要録 平成２４年度生徒指導要録（学籍関係） 中学校 2013年4月1日 20年 2033年3月31日 紙 附中書庫 附属中学校 廃棄
附属中学校 教務関係 指導要録 平成２５年度生徒指導要録（学籍関係） 中学校 2014年4月1日 20年 2034年3月31日 紙 附中書庫 附属中学校 廃棄
附属中学校 教務関係 指導要録 平成２６年度生徒指導要録（学籍関係） 中学校 2015年4月1日 20年 2035年3月31日 紙 附中書庫 附属中学校 廃棄
附属中学校 教務関係 指導要録 平成２7年度生徒指導要録（学籍関係） 中学校 2016年4月1日 20年 2036年3月31日 紙 附中書庫 附属中学校 廃棄
附属中学校 教務関係 指導要録 平成２８年度生徒指導要録（学籍関係） 中学校 2017年4月1日 20年 2037年3月31日 紙 附中書庫 附属中学校 廃棄
附属中学校 教務関係 指導要録 平成２９年度生徒指導要録（学籍関係） 中学校 2018年4月1日 20年 2038年3月31日 紙 附中書庫 附属中学校 廃棄
附属中学校 教務関係 図書目録 附属中学校図書目録 中学校 1966年4月1日 常用（無期限） 紙 附中書庫 附属中学校 廃棄
附属中学校 教務関係 指導要録 平成３０年度生徒指導要録（学籍関係） 中学校 2019年4月1日 20年 2039年3月31日 紙 附中書庫 附属中学校 廃棄
附属中学校 教務関係 指導要録 令和元年度生徒指導要録（学籍関係） 中学校 2020年4月1日 20年 2040年3月31日 紙 附中書庫 附属中学校 廃棄
附属中学校 教務関係 指導要録 令和２年度生徒指導要録（学籍関係） 中学校 2021年4月1日 20年 2041年3月31日 紙 附中書庫 附属中学校 廃棄
附属中学校 教務関係 卒業証書台帳 附属中学校卒業証書台帳 中学校 1966年4月1日 常用（無期限） 紙 附中書庫 附属中学校 廃棄
附属幼稚園 学籍関係 学籍簿 平成１３年度附属幼稚園学籍の記録 幼稚園 2002年4月1日 20年 2022年3月31日 紙 附幼書庫 附属幼稚園 廃棄
附属幼稚園 学籍関係 学籍簿 平成１４年度附属幼稚園学籍の記録 幼稚園 2003年4月1日 20年 2023年3月31日 紙 附幼書庫 附属幼稚園 廃棄
附属幼稚園 学籍関係 学籍簿 平成１５年度附属幼稚園学籍の記録 幼稚園 2004年4月1日 20年 2024年3月31日 紙 附幼書庫 附属幼稚園 廃棄
附属幼稚園 学籍関係 学籍簿 平成１６年度附属幼稚園学籍の記録 幼稚園 2005年4月1日 20年 2025年3月31日 紙 附幼書庫 附属幼稚園 廃棄
附属幼稚園 学籍関係 学籍簿 平成１７年度附属幼稚園学籍の記録 幼稚園 2006年4月1日 20年 2026年3月31日 紙 附幼書庫 附属幼稚園 廃棄
附属幼稚園 学籍関係 学籍簿 平成１８年度附属幼稚園学籍の記録 幼稚園 2007年4月1日 20年 2027年3月31日 紙 附幼書庫 附属幼稚園 廃棄
附属幼稚園 学籍関係 学籍簿 平成１９年度附属幼稚園学籍の記録 幼稚園 2008年4月1日 20年 2028年3月31日 紙 附幼書庫 附属幼稚園 廃棄
附属幼稚園 学籍関係 学籍簿 平成２０年度附属幼稚園学籍の記録 幼稚園 2009年4月1日 20年 2029年3月31日 紙 附幼書庫 附属幼稚園 廃棄
附属幼稚園 学籍関係 学籍簿 平成２１年度附属幼稚園学籍の記録 幼稚園 2010年4月1日 20年 2030年3月31日 紙 附幼書庫 附属幼稚園 廃棄
附属幼稚園 学籍関係 学籍簿 平成２２年度附属幼稚園学籍の記録 幼稚園 2011年4月1日 20年 2031年3月31日 紙 附幼書庫 附属幼稚園 廃棄
附属幼稚園 学籍関係 学籍簿 平成２３年度附属幼稚園学籍の記録 幼稚園 2012年4月1日 20年 2032年3月31日 紙 附幼書庫 附属幼稚園 廃棄
附属幼稚園 学籍関係 学籍簿 平成２４年度附属幼稚園学籍の記録 幼稚園 2013年4月1日 20年 2033年3月31日 紙 附幼書庫 附属幼稚園 廃棄
附属幼稚園 学籍関係 学籍簿 平成２５年度附属幼稚園学籍の記録 幼稚園 2014年4月1日 20年 2034年3月31日 紙 附幼書庫 附属幼稚園 廃棄
附属幼稚園 学籍関係 学籍簿 平成２６年度附属幼稚園学籍の記録 幼稚園 2015年4月1日 20年 2035年3月31日 紙 附幼書庫 附属幼稚園 廃棄
附属幼稚園 学籍関係 学籍簿 平成２７年度附属幼稚園学籍の記録 幼稚園 2016年4月1日 20年 2036年3月31日 紙 附幼書庫 附属幼稚園 廃棄
附属幼稚園 学籍関係 学籍簿 平成２８年度附属幼稚園学籍の記録 幼稚園 2017年4月1日 20年 2037年3月31日 紙 附幼書庫 附属幼稚園 廃棄
附属幼稚園 学籍関係 学籍簿 平成２９年度附属幼稚園学籍の記録 幼稚園 2018年4月1日 20年 2038年3月31日 紙 附幼書庫 附属幼稚園 廃棄
附属幼稚園 学籍関係 学籍簿 平成３０年度附属幼稚園学籍の記録 幼稚園 2019年4月1日 20年 2039年3月31日 紙 附幼書庫 附属幼稚園 廃棄
附属幼稚園 学籍関係 学籍簿 平成３１年度附属幼稚園学籍の記録 幼稚園 2020年4月1日 20年 2040年3月31日 紙 附幼書庫 附属幼稚園 廃棄
附属幼稚園 学籍関係 学籍簿 令和２年度附属幼稚園学籍の記録 幼稚園 2021年4月1日 20年 2041年3月31日 紙 附幼書庫 附属幼稚園 廃棄
入試課 入試関係 出願関係 平成29年度教職大学院入試出願書類 入試課 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 入試関係 出願関係 平成29年度推薦入学出願書類（一般） 入試課 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 入試関係 出願関係 平成29年度推薦入学出願書類（地域） 入試課 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 入試関係 出願関係 平成29年度大学院入学試験出願書類 入試課 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 入試関係 出願関係 平成29年度科目等履修生 入試課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 入試関係 出願関係 平成29年度研究生 入試課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 入試関係 その他入試関係 帰国生徒特別選抜平成２４ 入試課 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 入試関係 その他入試関係 教職大学院入学試験関係資料平成２４ 入試課 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 入試関係 その他入試関係 私費外国人留学生入試関係平成２４ 入試課 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 入試関係 その他入試関係 大学院入学試験関係資料平成２４ 入試課 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 入試関係 その他入試関係 大学院入試関係平成２４ 入試課 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 入試関係 その他入試関係 大学入試センター試験関係平成２４ 入試課 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 入試関係 その他入試関係 特別支援教育特別専攻科関係資料平成２４ 入試課 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 入試関係 その他入試関係 特別支援教育特別専攻科平成２４ 入試課 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 入試関係 その他入試関係 入試関係平成２４ 入試課 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 入試関係 その他入試関係 編入学試験平成２４ 入試課 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 入試関係 その他入試関係 帰国生徒特別選抜平成２５ 入試課 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 入試関係 その他入試関係 教職大学院入学試験関係資料平成２５ 入試課 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 入試関係 その他入試関係 私費外国人留学生入試関係平成２５ 入試課 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 入試関係 その他入試関係 大学院入学試験関係資料平成２５ 入試課 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 入試関係 その他入試関係 大学院入試関係平成２５ 入試課 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 入試関係 その他入試関係 大学入試センター試験関係平成２５ 入試課 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 入試関係 その他入試関係 特別支援教育特別専攻科関係資料平成２５ 入試課 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 入試関係 その他入試関係 特別支援教育特別専攻科平成２５ 入試課 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 入試関係 その他入試関係 入試関係平成２５ 入試課 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 入試関係 その他入試関係 平成26年度帰国生徒特別選抜綴 入試課 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 入試関係 その他入試関係 平成26年度教職大学院入学試験関係資料 入試課 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 入試関係 その他入試関係 平成26年度私費外国人留学生入試関係綴 入試課 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 入試関係 その他入試関係 平成26年度大学院入学試験関係資料 入試課 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 入試関係 その他入試関係 平成26年度大学院入試関係綴１ー２ 入試課 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 入試関係 その他入試関係 平成26年度大学入試センター試験関係１ー２ 入試課 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 その他 その他 アンケート平成２３ 入試課 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 入試関係 その他入試関係 平成26年度特別支援教育特別専攻科関係資料 入試課 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 入試関係 その他入試関係 平成26年度特別支援教育特別専攻科綴 入試課 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 入試関係 その他入試関係 平成26年度入試関係綴１ー５ 入試課 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
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結果
入試課 入試関係 その他入試関係 平成27年度帰国生徒特別選抜綴 入試課 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 入試関係 その他入試関係 平成27年度教職大学院入学試験関係資料 入試課 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 入試関係 その他入試関係 平成27年度私費外国人留学生入試関係綴 入試課 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 入試関係 その他入試関係 平成27年度大学院入学試験関係資料 入試課 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 入試関係 その他入試関係 平成27年度大学院入試関係綴１ー２ 入試課 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 入試関係 その他入試関係 平成27年度大学入試センター試験関係１ー２ 入試課 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 入試関係 その他入試関係 平成27年度特別支援教育特別専攻科綴 入試課 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 その他 その他 会計関係・通知・通達平成２３ 入試課 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 入試関係 その他入試関係 平成27年度入試関係綴１ー５ 入試課 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 入試関係 その他入試関係 平成28年度帰国生徒特別入試綴 入試課 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 入試関係 その他入試関係 平成28年度教職大学院入学試験関係資料 入試課 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 入試関係 その他入試関係 平成28年度私費外国人留学生入試関係綴 入試課 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 入試関係 その他入試関係 平成28年度大学院入学試験関係資料 入試課 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 入試関係 その他入試関係 平成28年度大学院入試関係綴１－２ 入試課 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 入試関係 その他入試関係 平成28年度大学入試センター試験関係１－２ 入試課 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 入試関係 その他入試関係 平成28年度入試関係綴１－４ 入試課 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 入試関係 その他入試関係 平成29年度帰国生徒特別入試綴 入試課 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 入試関係 その他入試関係 平成29年度教職大学院入学試験関係資料 入試課 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 その他 その他 個別成績開示関係平成23年度 入試課 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 入試関係 その他入試関係 平成29年度私費外国人留学生特別入試関係綴 入試課 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 入試関係 その他入試関係 平成29年度大学院入学試験関係資料 入試課 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 入試関係 その他入試関係 平成29年度大学院入試関係綴１ 入試課 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 入試関係 その他入試関係 平成29年度大学入試センター試験関係１－２ 入試課 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 入試関係 その他入試関係 平成29年度入試関係綴１－４ 入試課 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 入試関係 入試問題等 大学院教育学研究科外国人留学生特別選抜入試問題平成４ 入試課 1992年4月1日 30年 2022年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 入試関係 入試問題等 大学院教育学研究科入試問題平成４ 入試課 1992年4月1日 30年 2022年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 入試関係 入試問題等 特殊教育特別専攻科入試問題平成４ 入試課 1992年4月1日 30年 2022年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 入試関係 入試問題等 私費外国人留学生入試問題平成５ 入試課 1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 その他 その他 雑平成２３ 入試課 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 入試関係 入試問題等 大学院教育学研究科外国人留学生特別選抜入試問題平成５ 入試課 1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 入試関係 入試問題等 大学院教育学研究科入試問題平成５ 入試課 1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 入試関係 入試問題等 特殊教育特別専攻科入試問題平成５ 入試課 1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 入試関係 入試問題等 私費外国人留学生入試問題平成６ 入試課 1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 入試関係 入試問題等 大学院教育学研究科外国人留学生特別選抜入試問題平成６ 入試課 1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 入試関係 入試問題等 大学院教育学研究科入試問題平成６ 入試課 1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 入試関係 入試問題等 特殊教育特別専攻科入試問題平成６ 入試課 1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 入試関係 入試問題等 教育学部入試問題平成７ 入試課 1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 入試関係 入試問題等 大学院教育学研究科外国人留学生特別選抜入試問題平成７ 入試課 1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 入試関係 入試問題等 大学院教育学研究科入試問題平成７ 入試課 1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 その他 その他 アンケート平成２４ 入試課 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 入試関係 入試問題等 教育学部入試問題平成８ 入試課 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 入試関係 入試問題等 私費外国人留学生入試問題平成８ 入試課 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 入試関係 入試問題等 大学院教育学研究科外国人留学生特別選抜入試問題平成８ 入試課 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 入試関係 入試問題等 大学院教育学研究科入試問題平成８ 入試課 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 入試関係 入試問題等 特殊教育特別専攻科入試問題平成８ 入試課 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 入試関係 入試問題等 教育学部入試問題平成９ 入試課 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 入試関係 入試問題等 私費外国人留学生入試問題平成９ 入試課 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 入試関係 入試問題等 大学院教育学研究科外国人留学生特別選抜入試問題平成９ 入試課 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 入試関係 入試問題等 大学院教育学研究科入試問題平成９ 入試課 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 入試関係 入試問題等 特殊教育特別専攻科入試問題平成９ 入試課 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 その他 その他 会計関係・通知・通達平成２４ 入試課 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 入試関係 入試問題等 教育学部入試問題平成１０ 入試課 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 入試関係 入試問題等 特殊教育特別専攻科入試問題平成１０ 入試課 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 入試関係 入試問題等 教育学部入試問題平成１１ 入試課 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 入試関係 入試問題等 大学院教育学研究科入試問題平成１１ 入試課 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 入試関係 入試問題等 教育学部入試問題平成１２ 入試課 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 入試関係 入試問題等 教育学部入試問題平成１３ 入試課 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 入試関係 入試問題等 私費外国人留学生入試問題平成１３ 入試課 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 入試関係 入試問題等 大学院教育学研究科外国人留学生特別選抜入試問題平成１３ 入試課 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 入試関係 入試問題等 大学院教育学研究科入試問題平成１３ 入試課 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 入試関係 入試問題等 特殊教育特別専攻科入試問題平成１３ 入試課 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 その他 その他 個別成績開示関係平成24年度 入試課 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 入試関係 入試問題等 教育学部入試問題平成１４ 入試課 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 入試関係 入試問題等 私費外国人留学生入試問題平成１４ 入試課 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 入試関係 入試問題等 大学院教育学研究科外国人留学生特別選抜入試問題平成１４ 入試課 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 入試関係 入試問題等 大学院教育学研究科入試問題平成１４ 入試課 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 入試関係 入試問題等 特殊教育特別専攻科入試問題平成１４ 入試課 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 入試関係 入試問題等 教育学部入試問題平成１５ 入試課 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 入試関係 入試問題等 私費外国人留学生入試問題平成１５ 入試課 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 入試関係 入試問題等 大学院教育学研究科外国人留学生特別選抜入試問題平成１５ 入試課 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 入試関係 入試問題等 大学院教育学研究科入試問題平成１５ 入試課 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 入試関係 入試問題等 特殊教育特別専攻科入試問題平成１５ 入試課 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 その他 その他 雑平成２４ 入試課 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 入試関係 入試問題等 教育学部入試問題平成１６ 入試課 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 入試関係 入試問題等 私費外国人留学生入試問題平成１６ 入試課 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 入試関係 入試問題等 大学院教育学研究科外国人留学生特別選抜入試問題平成１６ 入試課 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 入試関係 入試問題等 大学院教育学研究科入試問題平成１６ 入試課 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
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結果
入試課 入試関係 入試問題等 特殊教育特別専攻科入試問題平成１６ 入試課 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 入試関係 入試問題等 帰国生徒特別選抜入試問題平成１７ 入試課 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 入試関係 入試問題等 教育学部入試問題平成１７ 入試課 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 入試関係 入試問題等 私費外国人留学生入試問題平成１７ 入試課 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 入試関係 入試問題等 大学院教育学研究科外国人留学生特別選抜入試問題平成１７ 入試課 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 入試関係 入試問題等 大学院教育学研究科入試問題平成１７ 入試課 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 その他 その他 平成25年度各問合せ綴 入試課 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 入試関係 入試問題等 特殊教育特別専攻科入試問題平成１７ 入試課 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 入試関係 入試問題等 編入学入試問題平成１７ 入試課 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 入試関係 入試問題等 帰国生徒特別選抜入試問題平成１８ 入試課 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 入試関係 入試問題等 帰国生徒特別選抜入試問題平成１９ 入試課 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 入試関係 入試問題等 教育学部入試問題平成１８ 入試課 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 入試関係 入試問題等 私費外国人留学生入試問題平成１８ 入試課 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 入試関係 入試問題等 大学院教育学研究科外国人留学生特別選抜入試問題平成１８ 入試課 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 入試関係 入試問題等 大学院教育学研究科外国人留学生特別選抜入試問題平成１９ 入試課 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 入試関係 入試問題等 大学院教育学研究科入試問題平成１８ 入試課 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 入試関係 入試問題等 大学院教育学研究科入試問題平成１９ 入試課 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 その他 その他 平成25年度新入生アンケート調査 入試課 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 入試関係 入試問題等 特殊教育特別専攻科入試問題平成１８ 入試課 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 入試関係 入試問題等 特殊教育特別専攻科入試問題平成１９ 入試課 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 入試関係 入試問題等 編入学入試問題平成１８ 入試課 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 入試関係 入試問題等 編入学入試問題平成１９ 入試課 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 入試関係 入試問題等 教育学部入試問題平成１９ 入試課 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 入試関係 入試問題等 私費外国人留学生入試問題平成１９ 入試課 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 その他 その他 平成25年度会計関係・通知・通達 入試課 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 入試関係 募集要項等 平成6年度募集要項他 入試課 1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 入試関係 募集要項等 平成7年度募集要項他 入試課 1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 入試関係 募集要項等 平成8年度募集要項他 入試課 1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 入試関係 募集要項等 平成9年度募集要項他 入試課 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 入試関係 募集要項等 平成10年度募集要項他 入試課 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 入試関係 募集要項等 平成11年度募集要項他 入試課 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 その他 その他 平成25年度個別成績開示関係 入試課 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 入試関係 募集要項等 平成12年度募集要項他 入試課 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 入試関係 募集要項等 平成13年度募集要項他 入試課 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 入試関係 募集要項等 平成14年度募集要項他 入試課 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 入試関係 募集要項等 平成15年度募集要項他 入試課 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 入試関係 募集要項等 平成16年度募集要項他 入試課 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 入試関係 募集要項等 平成17年度募集要項他 入試課 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 入試関係 募集要項等 平成18年度募集要項他 入試課 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 入試関係 募集要項等 平成19年度募集要項他 入試課 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 入試関係 募集要項等 平成20年度募集要項他 入試課 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 入試関係 募集要項等 平成21年度募集要項他 入試課 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 その他 その他 平成25年度雑綴 入試課 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 入試関係 募集要項等 平成22年度募集要項他 入試課 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 入試関係 募集要項等 平成２３年度募集要項他 入試課 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 入試関係 募集要項等 平成２４年度募集要項他 入試課 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 入試関係 募集要項等 平成２５年度募集要項他 入試課 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 入試関係 募集要項等 平成26年度募集要項他 入試課 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 入試関係 募集要項等 平成27年度募集要項他 入試課 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 入試関係 募集要項等 平成28年度募集要項他 入試課 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 入試関係 募集要項等 平成29年度募集要項他 入試課 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 その他 その他 平成26年度各問合せ綴 入試課 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 その他 その他 平成26年度新入生アンケート調査 入試課 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 その他 その他 平成26年度会計関係・通知・通達 入試課 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 その他 その他 平成26年度個別成績開示関係 入試課 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 その他 その他 平成26年度雑綴 入試課 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 その他 その他 平成27年度各問合せ綴 入試課 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 その他 その他 平成27年度アンケート綴１ 入試課 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 その他 その他 平成27年度会計関係・通知・通達 入試課 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 その他 その他 平成27年度個別成績開示関係 入試課 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 その他 その他 平成27年度雑綴 入試課 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 その他 その他 平成28年度アンケート綴１－２ 入試課 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 その他 その他 平成28年度会計関係・通知・通達 入試課 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 その他 その他 平成28年度個別成績開示関係 入試課 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 その他 その他 平成28年度雑綴 入試課 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 会議等 委員会等 入学試験委員会平成２３ 入試課 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 会議等 委員会等 入試室会議平成２３ 入試課 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 会議等 委員会等 入試室会議平成２４ 入試課 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 会議等 委員会等 平成25年度入試室会議資料１ 入試課 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 会議等 委員会等 平成25年度入試室会議資料２ 入試課 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 会議等 委員会等 平成25年度入試室会議資料３ 入試課 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 会議等 委員会等 平成26年度入試室会議資料１ 入試課 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 会議等 委員会等 平成26年度入試室会議資料２ 入試課 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 会議等 委員会等 平成27年度入試室会議資料１－２ 入試課 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 会議等 委員会等 平成28年度入試室会議資料１－２ 入試課 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 入試関係 出願関係 平成29年度一般入試（前期・後期）卒業証明書 入試課 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 入試関係 出願関係 平成28年度科目等履修生 入試課 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
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結果
入試課 入試関係 出願関係 平成28年度研究生 入試課 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 入試関係 出願関係 平成29年度帰国生徒特別入試出願書類 入試課 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 入試関係 出願関係 平成29年度私費外国人留学生出願書類 入試課 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 入試関係 出願関係 平成29年度教育学部生出願書類 入試課 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 その他 その他 平成29年度業者関係綴１－３ 入試課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 その他 その他 平成29年度アンケート綴１－２ 入試課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 入試関係 その他入試関係 平成29年度学外進学相談会 入試課 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 会議等 委員会等 平成29年度運営会議・事務連絡会・広報委員会・経営会議・教育研究評議会・課長会 入試課 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 会議等 委員会等 平成29年度教授会資料 入試課 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 入試関係 出願関係 平成30年度教職大学院出願書類 入試課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 入試関係 その他入試関係 平成30年度教職大学院入学試験関係資料 入試課 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 その他 その他 平成29年度個別成績開示関係 入試課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 入試関係 その他入試関係 平成30年度私費外国人留学生入試関係綴 入試課 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 入試関係 出願関係 平成30年度大学院出願書類 入試課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 入試関係 その他入試関係 平成30年度大学院入学試験関係資料１－２ 入試課 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 会議等 委員会等 平成29年度入試室会議資料１－２ 入試課 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 入試関係 出願関係 平成30年度一般入試（前期・後期）卒業証明書 入試課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 入試関係 出願関係 平成30年度私費外国人留学生出願書類 入試課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 入試関係 出願関係 平成29年度科目等履修生 入試課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 入試関係 その他入試関係 平成30年度帰国生徒特別入試綴 入試課 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 入試関係 出願関係 平成30年度帰国生徒特別入試出願書類 入試課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 入試関係 出願関係 平成30年度教育学部生出願書類 入試課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 入試関係 出願関係 平成30年度教職大学院入試出願書類 入試課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 入試関係 その他入試関係 平成30年度教職大学院入学試験関係資料 入試課 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 入試関係 出願関係 平成29年度研究生 入試課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 入試関係 その他入試関係 平成30年度私費外国人留学生特別入試関係綴 入試課 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 入試関係 出願関係 平成30年度推薦入学出願書類（一般） 入試課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 入試関係 出願関係 平成30年度推薦入学出願書類（地域） 入試課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 入試関係 出願関係 平成30年度大学院入学試験出願書類 入試課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 入試関係 その他入試関係 平成30年度大学院入学試験関係資料 入試課 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 入試関係 その他入試関係 平成30年度大学院入試関係綴１ 入試課 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 入試関係 その他入試関係 平成30年度大学入試センター試験関係１－２ 入試課 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 入試関係 その他入試関係 平成30年度入試関係綴１－５ 入試課 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 入試関係 募集要項等 平成30年度募集要項他 入試課 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 その他 その他 平成29年度勤務時間報告書綴 入試課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 入試関係 その他入試関係 高大接続関係（次世代教員養成プログラム） 入試課 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 入試関係 出願関係 平成30年度科目等履修生 入試課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 入試関係 出願関係 平成30年度研究生 入試課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 その他 その他 平成30年度業者関係綴１－３ 入試課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 その他 その他 平成30年度アンケート綴１－２ 入試課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 入試関係 その他入試関係 平成30年度学外進学相談会 入試課 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 会議等 委員会等 平成30年度運営会議・事務連絡会・広報委員会・経営会議・教育研究評議会・課長会 入試課 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 会議等 委員会等 平成30年度教授会資料 入試課 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 入試関係 出願関係 平成31年度教職大学院出願書類 入試課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 入試関係 その他入試関係 平成31年度教職大学院入学試験関係資料 入試課 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 その他 その他 平成30年度個別成績開示関係 入試課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 入試関係 その他入試関係 平成31年度私費外国人留学生入試関係綴 入試課 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 入試関係 出願関係 平成31年度大学院出願書類 入試課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 入試関係 その他入試関係 平成31年度大学院入学試験関係資料１－２ 入試課 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 会議等 委員会等 平成30年度入試室会議資料１－２ 入試課 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 入試関係 出願関係 平成31年度一般入試（前期・後期）卒業証明書 入試課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 入試関係 出願関係 平成31年度私費外国人留学生出願書類 入試課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 入試関係 出願関係 平成30年度科目等履修生 入試課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 入試関係 その他入試関係 平成31年度帰国生徒特別入試綴 入試課 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 入試関係 出願関係 平成31年度教育学部生出願書類 入試課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 入試関係 出願関係 平成31年度推薦入学出願書類（一般） 入試課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 入試関係 出願関係 平成31年度推薦入学出願書類（地域） 入試課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 入試関係 その他入試関係 平成31年度大学院入学試験関係資料 入試課 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 入試関係 その他入試関係 平成31年度大学院入試関係綴１－２ 入試課 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 入試関係 その他入試関係 平成31年度大学入試センター試験関係１－３ 入試課 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 入試関係 その他入試関係 平成31年度入試関係綴１－４ 入試課 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 入試関係 募集要項等 平成31年度募集要項他 入試課 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 その他 その他 平成30年度勤務時間報告書綴 入試課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 入試関係 その他入試関係 高大接続関係（次世代教員養成プログラム） 入試課 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 入試関係 その他 令和3年度入試関係綴 入試課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 入試関係 出願関係 令和3年度編入学出願書類綴 入試課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 入試関係 出願関係 令和3年度総合型選抜・一般入試（前期・後期）卒業証明書 入試課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 入試関係 出願関係 令和3年度帰国生徒特別選抜出願書類 入試課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 入試関係 その他 令和3年度帰国生徒特別選抜綴 入試課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 入試関係 出願関係 令和3年度私費外国人留学生出願書類 入試課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 入試関係 その他 令和3年度私費外国人留学生入試関係綴 入試課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 入試関係 その他 令和3年度大学入学共通テスト関係綴 入試課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 入試関係 出願関係 令和2年度科目等履修生（現職教員のための特別支援学校教諭一種免許状取得に係る履修証明プログラム関連資料含む）入試課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 入試関係 出願関係 令和2年度研究生 入試課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 入試関係 出願関係 令和3年度総合型選抜出願書類①入学志願票②調査書③志望理由書④入学確約書⑤その他提出書類入試課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 入試関係 出願関係 令和3年度総合型選抜出願書類⑥活動報告書⑦スポーツ・運動歴調書 入試課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 会議等 委員会等 令和2年度入試室会議資料 入試課 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
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結果
入試課 会議等 委員会等 令和2年度教授会資料 入試課 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 会議等 委員会等 令和2年度運営会議 事務連絡 広報委員会 経営会議 教育研究評議会 課長会 入試課 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 その他 その他 令和2年度業者関係綴 入試課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 入試関係 その他入試関係 令和2年度学外進学相談会 入試課 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 その他 その他 令和2年度アンケート綴 入試課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 その他 その他 奈良教育大学ホームページ内「入試情報」更新記録 入試課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 その他 その他 令和2年度雑綴 入試課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 入試関係 その他 令和3年度大学院入試関係綴 入試課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 入試関係 出願関係 令和3年度教職大学院出願書類（その他提出書類） 入試課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 入試関係 出願関係 令和3年度教職大学院出願書類（入学願書） 入試課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 入試関係 出願関係 令和3年度大学院出願書類（その他提出書類） 入試課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 入試関係 出願関係 令和3年度大学院出願書類（入学願書） 入試課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 その他 その他 令和2年度個別成績開示関係 入試課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 入試関係 募集要項等 令和3年度募集要項他 入試課 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 その他 その他 令和2年度旅行命令簿 入試課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 その他 その他 令和元度勤務時間報告書綴 入試課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 入試関係 出願関係 令和3年度教育学部生出願書類 入試課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 入試関係 その他 令和4年度入試関係綴 入試課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 入試関係 出願関係 令和4年度編入学出願書類綴 入試課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 入試関係 出願関係 令和4年度総合型選抜・一般選抜（前期・後期）卒業証明書 入試課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 入試関係 出願関係 令和4年度帰国生徒特別選抜出願書類 入試課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 入試関係 その他 令和4年度帰国生徒特別選抜綴 入試課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 入試関係 出願関係 令和4年度私費外国人留学生出願書類 入試課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 入試関係 その他 令和4年度私費外国人留学生入試関係綴 入試課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 入試関係 その他 令和4年度大学入学共通テスト関係綴 入試課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 入試関係 出願関係 令和3年度科目等履修生（現職教員のための特別支援学校教諭一種免許状取得に係る履修証明プログラム関連資料含む） 入試課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 入試関係 出願関係 令和3年度研究生 入試課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 入試関係 出願関係 令和4年度総合型選抜出願書類①入学志願票②調査書③志望理由書④入学確約書⑤その他提出書類入試課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 入試関係 出願関係 令和4年度総合型選抜出願書類⑥活動報告書⑦スポーツ・運動歴調書 入試課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 会議等 委員会等 令和3年度入試室会議資料 入試課 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 会議等 委員会等 令和3年度教授会資料 入試課 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 会議等 委員会等 令和3年度運営会議 事務連絡 広報委員会 経営会議 教育研究評議会 課長会 入試課 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 その他 その他 令和3年度業者関係綴 入試課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 入試関係 その他入試関係 令和3年度学外進学相談会 入試課 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 その他 その他 令和3年度アンケート綴 入試課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 その他 その他 奈良教育大学ホームページ内「入試情報」更新記録 入試課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 その他 その他 令和3年度雑綴 入試課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 入試関係 その他 令和4年度大学院入試関係綴 入試課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 入試関係 出願関係 令和4年度教職大学院出願書類（その他提出書類） 入試課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 入試関係 出願関係 令和4年度教職大学院出願書類（入学願書） 入試課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 入試関係 出願関係 令和4年度大学院出願書類（その他提出書類） 入試課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 入試関係 出願関係 令和4年度大学院出願書類（入学願書） 入試課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 その他 その他 令和3年度個別成績開示関係 入試課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 入試関係 募集要項等 令和4年度募集要項他 入試課 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 その他 その他 令和3年度旅行命令簿 入試課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 入試関係 その他入試関係 高大接続関係（次世代教員養成プログラム） 入試課 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 入試関係 その他入試関係 高大接続関係（次世代教員養成プログラム） 入試課 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 入試関係 出願関係 令和4年度教育学部生出願書類 入試課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 入試関係 委員会等 令和3年度緊急事態対策本部会議 入試課 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 入試関係 委員会等 令和3年度大学院改組委員会 新教職大学院準備会議 修士課程検討部会 入試課 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 入試関係 委員会等 令和3年度教育学部総合型選抜共通選考実施専門部会ワーキンググループ 入試課 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
入試課 入試関係 委員会等 令和3年度障害を有する学生の支援室会議 入試課 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 入学試験係倉庫 入試課入学試験担当 廃棄
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