
法人文書ファイル管理簿データ（全学）

部局名 １）大分類 ２）中分類 ３）小分類（法人文書ファイル名） ４）作成・取得者
５）作成・取得年度
等

６）起算日 ７）保存期間
８）保存期間
    満了時期

９）媒体の種別 10）保存場所 11）管理担当課・係
12)保存期間満
了時の措置

備考

学務課 教務
卒業証書及び修了証書の発
行に関するもの

昭和45年度年度学位記・修了証書・卒業証書発行台帳 学務部学務課 1970年度 1971年4月1日 無期限  紙 事務室 学務部学務課教務第四係 廃棄

学務課 教務
卒業証書及び修了証書の発
行に関するもの

昭和46年度年度学位記・修了証書・卒業証書発行台帳 学務部学務課 1971年度 1972年4月1日 無期限  紙 事務室 学務部学務課教務第四係 廃棄

学務課 教務
卒業証書及び修了証書の発
行に関するもの

昭和47年度年度学位記・修了証書・卒業証書発行台帳 学務部学務課 1972年度 1973年4月1日 無期限  紙 事務室 学務部学務課教務第四係 廃棄

学務課 教務
卒業証書及び修了証書の発
行に関するもの

昭和48年度年度学位記・修了証書・卒業証書発行台帳 学務部学務課 1973年度 1974年4月1日 無期限  紙 事務室 学務部学務課教務第四係 廃棄

学務課 教務
卒業証書及び修了証書の発
行に関するもの

昭和49年度年度学位記・修了証書・卒業証書発行台帳 学務部学務課 1974年度 1975年4月1日 無期限  紙 事務室 学務部学務課教務第四係 廃棄

学務課 教務
卒業証書及び修了証書の発
行に関するもの

昭和50年度年度学位記・修了証書・卒業証書発行台帳 学務部学務課 1975年度 1976年4月1日 無期限  紙 事務室 学務部学務課教務第四係 廃棄

学務課 教務
卒業証書及び修了証書の発
行に関するもの

昭和51年度年度学位記・修了証書・卒業証書発行台帳 学務部学務課 1976年度 1977年4月1日 無期限  紙 事務室 学務部学務課教務第四係 廃棄

学務課 教務
卒業証書及び修了証書の発
行に関するもの

昭和52年度年度学位記・修了証書・卒業証書発行台帳 学務部学務課 1977年度 1978年4月1日 無期限  紙 事務室 学務部学務課教務第四係 廃棄

学務課 教務
卒業証書及び修了証書の発
行に関するもの

昭和53年度年度学位記・修了証書・卒業証書発行台帳 学務部学務課 1978年度 1979年4月1日 無期限  紙 事務室 学務部学務課教務第四係 廃棄

学務課 教務
卒業証書及び修了証書の発
行に関するもの

昭和54年度年度学位記・修了証書・卒業証書発行台帳 学務部学務課 1979年度 1980年4月1日 無期限  紙 事務室 学務部学務課教務第四係 廃棄

学務課 教務
卒業証書及び修了証書の発
行に関するもの

昭和55年度年度学位記・修了証書・卒業証書発行台帳 学務部学務課 1980年度 1981年4月1日 無期限  紙 事務室 学務部学務課教務第四係 廃棄

学務課 教務
卒業証書及び修了証書の発
行に関するもの

昭和56年度年度学位記・修了証書・卒業証書発行台帳 学務部学務課 1981年度 1982年4月1日 無期限  紙 事務室 学務部学務課教務第四係 廃棄

学務課 教務
卒業証書及び修了証書の発
行に関するもの

昭和57年度年度学位記・修了証書・卒業証書発行台帳 学務部学務課 1982年度 1983年4月1日 無期限  紙 事務室 学務部学務課教務第四係 廃棄

学務課 教務
卒業証書及び修了証書の発
行に関するもの

昭和58年度年度学位記・修了証書・卒業証書発行台帳 学務部学務課 1983年度 1984年4月1日 無期限  紙 事務室 学務部学務課教務第四係 廃棄

学務課 教務
卒業証書及び修了証書の発
行に関するもの

昭和59年度年度学位記・修了証書・卒業証書発行台帳 学務部学務課 1984年度 1985年4月1日 無期限  紙 事務室 学務部学務課教務第四係 廃棄

学務課 教務
卒業証書及び修了証書の発
行に関するもの

昭和60年度年度学位記・修了証書・卒業証書発行台帳 学務部学務課 1985年度 1986年4月1日 無期限  紙 事務室 学務部学務課教務第四係 廃棄

学務課 教務
卒業証書及び修了証書の発
行に関するもの

昭和61年度年度学位記・修了証書・卒業証書発行台帳 学務部学務課 1986年度 1987年4月1日 無期限  紙 事務室 学務部学務課教務第四係 廃棄

学務課 教務
卒業証書及び修了証書の発
行に関するもの

昭和62年度年度学位記・修了証書・卒業証書発行台帳 学務部学務課 1987年度 1988年4月1日 無期限  紙 事務室 学務部学務課教務第四係 廃棄

学務課 教務
卒業証書及び修了証書の発
行に関するもの

昭和63年度年度学位記・修了証書・卒業証書発行台帳 学務部学務課 1988年度 1989年4月1日 無期限  紙 事務室 学務部学務課教務第四係 廃棄

学務課 教務
卒業証書及び修了証書の発
行に関するもの

平成元年度学位記・修了証書・卒業証書発行台帳 学務部学務課 1989年度 1990年4月1日 無期限  紙 事務室 学務部学務課教務第四係 廃棄

学務課 教務
卒業証書及び修了証書の発
行に関するもの

平成2年度学位記・修了証書・卒業証書発行台帳 学務部学務課 1990年度 1991年4月1日 無期限  紙 事務室 学務部学務課教務第四係 廃棄

学務課 教務
卒業証書及び修了証書の発
行に関するもの

平成3年度学位記・修了証書・卒業証書発行台帳 学務部学務課 1991年度 1992年4月1日 無期限  紙 事務室 学務部学務課教務第四係 廃棄

学務課 教務
卒業証書及び修了証書の発
行に関するもの

平成4年度学位記・修了証書・卒業証書発行台帳 学務部学務課 1992年度 1993年4月1日 無期限  紙 事務室 学務部学務課教務第四係 廃棄

学務課 教務
卒業証書及び修了証書の発
行に関するもの

平成5年度学位記・修了証書・卒業証書発行台帳 学務部学務課 1993年度 1994年4月1日 無期限  紙 事務室 学務部学務課教務第四係 廃棄

学務課 教務
卒業証書及び修了証書の発
行に関するもの

平成6年度学位記・修了証書・卒業証書発行台帳 学務部学務課 1994年度 1995年4月1日 無期限  紙 事務室 学務部学務課教務第四係 廃棄

学務課 教務
卒業証書及び修了証書の発
行に関するもの

平成7年度学位記・修了証書・卒業証書発行台帳 学務部学務課 1995年度 1996年4月1日 無期限  紙 事務室 学務部学務課教務第四係 廃棄

学務課 教務
卒業証書及び修了証書の発
行に関するもの

平成8年度学位記・修了証書・卒業証書発行台帳 学務部学務課 1996年度 1997年4月1日 無期限  紙 事務室 学務部学務課教務第四係 廃棄

学務課 教務
卒業証書及び修了証書の発
行に関するもの

平成9年度学位記・修了証書・卒業証書発行台帳 学務部学務課 1997年度 1998年4月1日 無期限  紙 事務室 学務部学務課教務第四係 廃棄

学務課 教務 学籍に関するもの 平成10年度大学院博士課程修了者名簿 学務部大学院室 1998年度 1999年4月1日 無期限 紙 保管庫 学務部学務課教務第四係 廃棄

学務課 教務 学籍に関するもの 平成10年度大学院博士課程修了者学籍簿 学務部大学院室 1998年度 1999年4月1日 無期限 紙 保管庫 学務部学務課教務第四係 廃棄

学務課 教務 学籍に関するもの 平成10年度大学院博士課程退学・除籍者名簿 学務部大学院室 1998年度 1999年4月1日 無期限 紙 保管庫 学務部学務課教務第四係 廃棄

学務課 教務 学籍に関するもの 平成10年度大学院博士課程退学・除籍者学籍簿 学務部大学院室 1998年度 1999年4月1日 無期限 紙 保管庫 学務部学務課教務第四係 廃棄

学務課 教務 学位授与に関するもの 平成10年度学位記発行台帳 学務部学務課教務第二係 1998年度 1999年4月1日 無期限  紙 事務室 学務部学務課教務第二係 廃棄

学務課 教務 学籍に関するもの 平成11年度大学院博士課程修了者名簿 学務部大学院室 1999年度 2000年4月1日 無期限 紙 保管庫 学務部学務課教務第四係 廃棄

学務課 教務 学籍に関するもの 平成11年度大学院博士課程修了者学籍簿 学務部大学院室 1999年度 2000年4月1日 無期限 紙 保管庫 学務部学務課教務第四係 廃棄

学務課 教務 学籍に関するもの 平成11年度大学院博士課程退学・除籍者名簿 学務部大学院室 1999年度 2000年4月1日 無期限 紙 保管庫 学務部学務課教務第四係 廃棄

学務課 教務 学籍に関するもの 平成11年度大学院博士課程退学・除籍者学籍簿 学務部大学院室 1999年度 2000年4月1日 無期限 紙 保管庫 学務部学務課教務第四係 廃棄

学務課 教務
保育士資格申請に関するもの
であって，30年保存が必要で
あるもの

平成11年度保育士資格申請関係文書 学務部学務課 1999年度 2000年4月1日 30年 2029年度末 紙 事務室 学務部学務課教務第三係 廃棄

学務課 教務 学位授与に関するもの 平成11年度学位記発行台帳 学務部学務課教務第二係 1999年度 2000年4月1日 無期限  紙 事務室 学務部学務課教務第二係 廃棄

学務課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（情報アシスタント）

平成12年度情報アシスタント出勤簿 学務部学務課 2000年度 2001年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部学務課教務第三係 廃棄

学務課 教務 学籍に関するもの 平成12年度大学院博士課程修了者名簿 学務部大学院室 2000年度 2001年4月1日 無期限 紙 保管庫 学務部学務課教務第四係 廃棄

学務課 教務 学籍に関するもの 平成12年度大学院博士課程修了者学籍簿 学務部大学院室 2000年度 2001年4月1日 無期限 紙 保管庫 学務部学務課教務第四係 廃棄

学務課 教務 学籍に関するもの 平成12年度大学院博士課程退学・除籍者名簿 学務部大学院室 2000年度 2001年4月1日 無期限 紙 保管庫 学務部学務課教務第四係 廃棄

学務課 教務 学籍に関するもの 平成12年度大学院博士課程退学・除籍者学籍簿 学務部大学院室 2000年度 2001年4月1日 無期限 紙 保管庫 学務部学務課教務第四係 廃棄

学務課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（情報アシスタント）

平成13年度情報アシスタント出勤簿 学務部学務課 2001年度 2002年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部学務課教務第三係 廃棄

学務課 教務 学籍に関するもの 平成13年度大学院博士課程修了者名簿 学務部大学院室 2001年度 2002年4月1日 無期限 紙 保管庫 学務部学務課教務第四係 廃棄

学務課 教務 学籍に関するもの 平成13年度大学院博士課程修了者学籍簿 学務部大学院室 2001年度 2002年4月1日 無期限 紙 保管庫 学務部学務課教務第四係 廃棄

学務課 教務 学籍に関するもの 平成13年度大学院博士課程退学・除籍者名簿 学務部大学院室 2001年度 2002年4月1日 無期限 紙 保管庫 学務部学務課教務第四係 廃棄

学務課 教務 学籍に関するもの 平成13年度大学院博士課程退学・除籍者学籍簿 学務部大学院室 2001年度 2002年4月1日 無期限 紙 保管庫 学務部学務課教務第四係 廃棄

学務課 教務
保育士資格申請に関するもの
であって，30年保存が必要で
あるもの

平成14年度保育士資格申請関係文書 学務部学務課 2002年度 2003年4月1日 30年 2032年度末 紙 事務室 学務部学務課教務第三係 廃棄

学務課 教務 学籍に関するもの 平成14年度大学院博士課程修了者名簿 学務部大学院室 2002年度 2003年4月1日 無期限 紙 保管庫 学務部学務課教務第四係 廃棄

学務課 教務 学籍に関するもの 平成14年度大学院博士課程修了者学籍簿 学務部大学院室 2002年度 2003年4月1日 無期限 紙 保管庫 学務部学務課教務第四係 廃棄

学務課 教務 学籍に関するもの 平成14年度大学院博士課程退学・除籍者名簿 学務部大学院室 2002年度 2003年4月1日 無期限 紙 保管庫 学務部学務課教務第四係 廃棄

学務課 教務 学籍に関するもの 平成14年度大学院博士課程退学・除籍者学籍簿 学務部大学院室 2002年度 2003年4月1日 無期限 紙 保管庫 学務部学務課教務第四係 廃棄

学務課 教務 学位授与に関するもの 平成14年度学位記発行台帳 学務部学務課教務第二係 2002年度 2003年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部学務課教務第二係 廃棄

学務課 教務
保育士資格申請に関するもの
であって，30年保存が必要で
あるもの

平成15年度保育士資格申請関係文書 学務部学務課 2003年度 2004年4月1日 30年 2033年度末 紙 事務室 学務部学務課教務第三係 廃棄

学務課 教務 学籍に関するもの 平成15年度大学院博士課程修了者名簿 学務部大学院室 2003年度 2004年4月1日 無期限 紙 保管庫 学務部学務課教務第四係 廃棄

学務課 教務 学籍に関するもの 平成15年度大学院博士課程修了者学籍簿 学務部大学院室 2003年度 2004年4月1日 無期限 紙 保管庫 学務部学務課教務第四係 廃棄

学務課 教務 学籍に関するもの 平成15年度大学院博士課程退学・除籍者名簿 学務部大学院室 2003年度 2004年4月1日 無期限 紙 保管庫 学務部学務課教務第四係 廃棄

学務課 教務 学籍に関するもの 平成15年度大学院博士課程退学・除籍者学籍簿 学務部大学院室 2003年度 2004年4月1日 無期限 紙 保管庫 学務部学務課教務第四係 廃棄

学務課 教務 学位授与に関するもの 平成15年度学位記発行台帳 学務部学務課教務第二係 2003年度 2004年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部学務課教務第二係 廃棄
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法人文書ファイル管理簿データ（全学）

部局名 １）大分類 ２）中分類 ３）小分類（法人文書ファイル名） ４）作成・取得者
５）作成・取得年度
等

６）起算日 ７）保存期間
８）保存期間
    満了時期

９）媒体の種別 10）保存場所 11）管理担当課・係
12)保存期間満
了時の措置

備考

学務課 教務 学位授与に関するもの 平成16年度学位記発行台帳 学務部学務課教務第二係 2004年度 2005年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部学務課教務第二係 廃棄

学務課 教務
保育士資格申請に関するもの
であって，30年保存が必要で
あるもの

平成16年度保育士資格申請関係文書 学務部学務課 2004年度 2005年4月1日 30年 2034年度末 紙 事務室 学務部学務課教務第三係 廃棄

学務課 教務 学籍に関するもの 平成16年度大学院博士課程修了者名簿 学務部大学院室 2004年度 2005年4月1日 無期限 紙 保管庫 学務部学務課教務第四係 廃棄

学務課 教務 学籍に関するもの 平成16年度大学院博士課程修了者学籍簿 学務部大学院室 2004年度 2005年4月1日 無期限 紙 保管庫 学務部学務課教務第四係 廃棄

学務課 教務 学籍に関するもの 平成16年度大学院博士課程退学・除籍者名簿 学務部大学院室 2004年度 2005年4月1日 無期限 紙 保管庫 学務部学務課教務第四係 廃棄

学務課 教務 学籍に関するもの 平成16年度大学院博士課程退学・除籍者学籍簿 学務部大学院室 2004年度 2005年4月1日 無期限 紙 保管庫 学務部学務課教務第四係 廃棄

学務課 教務 学位授与に関するもの 平成17年度学位記発行台帳 学務部学務課教務第二係 2005年度 2006年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部学務課教務第二係 廃棄

学務課 教務 学位授与に関するもの 平成18年度学位記発行台帳 学務部学務課教務第二係 2006年度 2007年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部学務課教務第二係 廃棄

学務課 教務 学位授与に関するもの 平成19年度学位記発行台帳 学務部学務課教務第二係 2007年度 2008年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部学務課教務第二係 廃棄

学務課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

令和3年度勤務時間記録簿（非常勤） 学務部学務課総務係 2021年度 2022年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部学務課総務係 廃棄

学務課 教務
卒業証書発行台帳及び修了
証書発行台帳に関するもの

平成19年度卒業生台帳 学務部学務課教務第二係 2007年度 2008年4月1日 無期限 紙 保管庫 学務部学務課教務第二係 廃棄

学務課 教務 学籍に関するもの 平成19年度卒業生等学籍簿 学務部学務課 2007年度 2008年4月1日 無期限 紙 保管庫 学務部学務課教務第四係 廃棄

学務課 教務 学籍に関するもの 平成19年度卒業生 学務部学務課 2007年度 2008年4月1日 無期限
電子:共有サー
バー内

事務室 学務部学務課教務第四係 廃棄

学務課 教務 学位授与に関するもの 平成20年度学位記発行台帳 学務部学務課教務第二係 2008年度 2009年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部学務課教務第二係 廃棄

学務課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

令和2年度勤務時間記録簿（非常勤） 学務部学務課総務係 2020年度 2021年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部学務課総務係 廃棄

学務課 教務
卒業証書発行台帳及び修了
証書発行台帳に関するもの

平成20年度卒業生台帳 学務部学務課教務第二係 2008年度 2009年4月1日 無期限 紙 保管庫 学務部学務課教務第二係 廃棄

学務課 教務 学籍に関するもの 平成20年度卒業生等学籍簿 学務部学務課 2008年度 2009年4月1日 無期限 紙 保管庫 学務部学務課教務第四係 廃棄

学務課 教務 学籍に関するもの 平成20年度卒業生 学務部学務課 2008年度 2009年4月1日 無期限
電子:共有サー
バー内

事務室 学務部学務課教務第四係 廃棄

学務課 教務 学位授与に関するもの 平成21年度学位記発行台帳 学務部学務課教務第二係 2009年度 2010年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部学務課教務第二係 廃棄

学務課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成30年度勤務時間記録簿（非常勤） 学務部学務課総務係 2018年度 2019年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部学務課総務係 廃棄

学務課 教務
卒業証書発行台帳及び修了
証書発行台帳に関するもの

平成21年度卒業生台帳 学務部学務課教務第二係 2009年度 2010年4月1日 無期限 紙 保管庫 学務部学務課教務第二係 廃棄

学務課 教務 学籍に関するもの 平成21年度卒業生等学籍簿 学務部学務課 2009年度 2010年4月1日 無期限 紙 保管庫 学務部学務課教務第四係 廃棄

学務課 教務 学籍に関するもの 平成21年度卒業生 学務部学務課 2009年度 2010年4月1日 無期限
電子:共有サー
バー内

事務室 学務部学務課教務第四係 廃棄

学務課 教務 学位授与に関するもの 平成22年度学位記発行台帳 学務部学務課教務第二係 2010年度 2011年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部学務課教務第二係 廃棄

学務課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成29年度勤務時間記録簿（非常勤） 学務部学務課総務係 2017年度 2018年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部学務課総務係 廃棄

学務課 教務
卒業証書発行台帳及び修了
証書発行台帳に関するもの

平成22年度卒業生台帳 学務部学務課教務第二係 2010年度 2011年4月1日 無期限 紙 保管庫 学務部学務課教務第二係 廃棄

学務課 教務 学籍に関するもの 平成22年度卒業生等学籍簿 学務部学務課 2010年度 2011年4月1日 無期限 紙 保管庫 学務部学務課教務第四係 廃棄

学務課 教務 学籍に関するもの 平成22年度卒業生 学務部学務課 2010年度 2011年4月1日 無期限
電子:共有サー
バー内

事務室 学務部学務課教務第四係 廃棄

学務課 教務 学位授与に関するもの 平成23年度学位記発行台帳 学務部学務課教務第二係 2011年度 2012年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部学務課教務第二係 廃棄

学務課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成28年度勤務時間記録簿（非常勤） 学務部学務課総務係 2016年度 2017年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部学務課総務係 廃棄

学務課 教務 学籍に関するもの 平成23年度大学院博士課程修了者名簿 学務部学務課大学院室博士課程係 2011年度 2012年4月1日 無期限 紙 保管庫 学務部学務課教務第四係 廃棄

学務課 教務 学籍に関するもの 平成23年度大学院博士課程修了者学籍簿 学務部学務課大学院室博士課程係 2011年度 2012年4月1日 無期限 紙 保管庫 学務部学務課教務第四係 廃棄

学務課 教務 学籍に関するもの 平成23年度大学院博士課程退学・除籍者名簿 学務部学務課大学院室博士課程係 2011年度 2012年4月1日 無期限 紙 保管庫 学務部学務課教務第四係 廃棄

学務課 教務 学籍に関するもの 平成23年度大学院博士課程退学・除籍者学籍簿 学務部学務課大学院室博士課程係 2011年度 2012年4月1日 無期限 紙 保管庫 学務部学務課教務第四係 廃棄

学務課 教務
卒業証書発行台帳及び修了
証書発行台帳に関するもの

平成23年度卒業生台帳 学務部学務課教務第二係 2011年度 2012年4月1日 無期限 紙 保管庫 学務部学務課教務第二係 廃棄

学務課 教務 学籍に関するもの 平成23年度卒業生等学籍簿 学務部学務課 2011年度 2012年4月1日 無期限 紙 保管庫 学務部学務課教務第四係 廃棄

学務課 教務 学籍に関するもの 平成23年度卒業生 学務部学務課 2011年度 2012年4月1日 無期限
電子:共有サー
バー内

事務室 学務部学務課教務第四係 廃棄

学務課 管理・運営
各種委員会の記録に関するも
ので重要なもの

平成24年度教育実習委員会 学務部学務課教育実習係 2012年度 2013年4月1日 10年 2022年度末 紙 事務室 学務部学務課教育実習係 廃棄

学務課 管理・運営
各種委員会の記録に関するも
ので重要なもの

平成24年度教育実習実施部会 学務部学務課教育実習係 2012年度 2013年4月1日 10年 2022年度末 紙 事務室 学務部学務課教育実習係 廃棄

学務課 管理・運営
カリキュラム改訂特別委員会
の記録に関するもので重要な
もの

カリキュラム改訂特別委員会 学務部学務課教務企画係 2012年度 2013年4月1日 10年 2022年度末 紙 事務室 学務部学務課教務企画係 廃棄

学務課 管理・運営
FD・ＳＤ推進本部会議の記録
に関するもので重要なもの

FD・ＳＤ推進本部会議／ＦＤ部会　平成24年度 学務部学務課教務企画係 2012年度 2013年4月1日 10年 2022年度末 紙 事務室 学務部学務課教務企画係 廃棄

学務課 管理・運営
教員ＦＤ研修会の記録に関す
るもので重要なもの

教員ＦＤ研修会　平成24年度 学務部学務課教務企画係 2012年度 2013年4月1日 10年 2022年度末 紙 事務室 学務部学務課教務企画係 廃棄

学務課 管理・運営
グループ研究授業及び情報交
換会の記録に関するもので重
要なもの

グループ研究授業及び情報交換会実施計画書・報告書　平成24
年度

学務部学務課教務企画係 2012年度 2013年4月1日 10年 2022年度末 紙 事務室 学務部学務課教務企画係 廃棄

学務課 教務
学生の休学及び復学に関する
文書

平成24年度休学・復学関係文書 学務部学務課教務第二係 2012年度 2013年4月1日 10年 2022年度末 紙 事務室 学務部学務課教務第二係 廃棄

学務課 教務
学生の退学及び除籍に関する
文書

平成24年度退学・除籍関係文書 学務部学務課教務第二係 2012年度 2013年4月1日 10年 2022年度末 紙 事務室 学務部学務課教務第二係 廃棄

学務課 教務 学位授与に関するもの 平成24年度学位記発行台帳 学務部学務課教務第二係 2012年度 2013年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部学務課教務第二係 廃棄

学務課 教務
科目等履修生の学籍に関する
もの

平成24年度科目等履修生学籍簿 学務部学務課教務第二係 2012年度 2013年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部学務課教務第二係 廃棄

学務課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成27年度勤務時間記録簿（非常勤） 学務部学務課総務係 2015年度 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部学務課総務係 廃棄

学務課 教務
教職課程認定申請に関するも
ので，無期限保存が必要であ
ると認めるもの

課程認定申請書・変更届（平成24年度） 学務部学務課教務企画係 2012年度 2013年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部学務課教務企画係 廃棄

学務課 教務
授業の履修等に関するもの
で，10年保存が必要であるも
の

スタディガイド2012 学務部学務課教務企画係 2012年度 2013年4月1日 10年 2022年度末 紙 事務室 学務部学務課教務企画係 廃棄

学務課 会計
介護等体験・教員免許状の預
り金の関係で，10年保存が必
要であるもの

平成24年度預り金に関する文書（介護等体験・教員免許状） 学務部学務課教務第四係 2012年度 2013年4月1日 10年 2022年度末 紙 事務室 学務部学務課教務第四係 廃棄

学務課 教務
介護等体験の関係で，10年保
存が必要であるもの

平成24年度介護等体験証明書（写） 学務部学務課教務第四係 2012年度 2013年4月1日 10年 2022年度末 紙 事務室 学務部学務課教務第四係 廃棄

学務課 管理・運営
教務委員会の記録に関するも
ので重要なもの

平成24年度教務委員会資料 学務部学務課教務第一係 2012年度 2013年4月1日 10年 2022年度末 紙 事務室 学務部学務課教務第一係 廃棄

学務課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（情報アシスタント）

平成24年度情報アシスタント出勤簿 学務部学務課教務第三係 2012年度 2013年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部学務課教務第三係 廃棄

学務課 管理・運営
各種委員会の記録に関するも
ので重要なもの

平成25年度教育実習委員会 学務部学務課教育実習係 2013年度 2014年4月1日 10年 2023年度末 紙 事務室 学務部学務課教育実習係 廃棄

学務課 管理・運営
各種委員会の記録に関するも
ので重要なもの

平成25年度教育実習実施部会 学務部学務課教育実習係 2013年度 2014年4月1日 10年 2023年度末 紙 事務室 学務部学務課教育実習係 廃棄

学務課 管理・運営
FD・ＳＤ推進本部会議の記録
に関するもので重要なもの

FD・ＳＤ推進本部会議／ＦＤ部会　平成25年度 学務部学務課教務企画係 2013年度 2014年4月1日 10年 2023年度末 紙 事務室 学務部学務課教務企画係 廃棄

学務課 教務
授業の履修等に関するもの
で，10年保存が必要であるも
の

スタディガイド2013 学務部学務課教務企画係 2013年度 2014年4月1日 10年 2023年度末 紙 事務室 学務部学務課教務企画係 廃棄

学務課 教務
学生の休学及び復学に関する
文書

平成25年度休学・復学関係文書 学務部学務課教務第二係 2013年度 2014年4月1日 10年 2023年度末 紙 事務室 学務部学務課教務第二係 廃棄

学務課 教務
学生の退学及び除籍に関する
文書

平成25年度退学・除籍関係文書 学務部学務課教務第二係 2013年度 2014年4月1日 10年 2023年度末 紙 事務室 学務部学務課教務第二係 廃棄

学務課 管理・運営
教員ＦＤ研修会の記録に関す
るもので重要なもの

教員ＦＤ研修会　平成25年度 学務部学務課教務企画係 2013年度 2014年4月1日 10年 2023年度末 紙 事務室 学務部学務課教務企画係 廃棄
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学務課 管理・運営
グループ研究授業及び情報交
換会の記録に関するもので重
要なもの

グループ研究授業及び情報交換会実施計画書・報告書　平成25
年度

学務部学務課教務企画係 2013年度 2014年4月1日 10年 2023年度末 紙 事務室 学務部学務課教務企画係 廃棄

学務課 教務 学位授与に関するもの 平成25年度学位記発行台帳 学務部学務課教務第二係 2013年度 2014年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部学務課教務第二係 廃棄

学務課 教務
科目等履修生の学籍に関する
もの

平成25年度科目等履修生学籍簿 学務部学務課教務第二係 2013年度 2014年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部学務課教務第二係 廃棄

学務課 会計
介護等体験・教員免許状の預
り金の関係で，10年保存が必
要であるもの

平成25年度預り金に関する文書（介護等体験・教員免許状） 学務部学務課教務第四係 2013年度 2014年4月1日 10年 2023年度末 紙 事務室 学務部学務課教務第四係 廃棄

学務課 教務
介護等体験の関係で，10年保
存が必要であるもの

平成25年度介護等体験証明書（写） 学務部学務課教務第四係 2013年度 2014年4月1日 10年 2023年度末 紙 事務室 学務部学務課教務第四係 廃棄

学務課 管理・運営
教務委員会の記録に関するも
ので重要なもの

平成25年度教務委員会資料 学務部学務課教務第一係 2013年度 2014年4月1日 10年 2023年度末 紙 事務室 学務部学務課教務第一係 廃棄

学務課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（情報アシスタント）

平成25年度情報アシスタント出勤簿 学務部学務課教務第三係 2013年度 2014年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部学務課教務第三係 廃棄

学務課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成26年度勤務時間記録簿（非常勤） 学務部学務課総務係 2014年度 2015年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部学務課総務係 廃棄

学務課 管理・運営
各種委員会の記録に関するも
ので重要なもの

平成26年度教育実習委員会 学務部学務課教育実習係 2014年度 2015年4月1日 10年 2024年度末 紙 事務室 学務部学務課教育実習係 廃棄

学務課 管理・運営
各種委員会の記録に関するも
ので重要なもの

平成26年度教育実習実施部会 学務部学務課教育実習係 2014年度 2015年4月1日 10年 2024年度末 紙 事務室 学務部学務課教育実習係 廃棄

学務課 管理・運営
FD・ＳＤ推進本部会議の記録
に関するもので重要なもの

FD・ＳＤ推進本部会議／ＦＤ部会　平成26年度 学務部学務課教務企画係 2014年度 2015年4月1日 10年 2024年度末 紙 事務室 学務部学務課教務企画係 廃棄

学務課 教務
授業の履修等に関するもの
で，10年保存が必要であるも
の

スタディガイド2014 学務部学務課教務企画係 2014年度 2015年4月1日 10年 2024年度末 紙 事務室 学務部学務課教務企画係 廃棄

学務課 教務
学生の休学及び復学に関する
文書

平成26年度休学・復学関係文書 学務部学務課教務第二係 2014年度 2015年4月1日 10年 2024年度末 紙 事務室 学務部学務課教務第二係 廃棄

学務課 教務
学生の退学及び除籍に関する
文書

平成26年度退学・除籍関係文書 学務部学務課教務第二係 2014年度 2015年4月1日 10年 2024年度末 紙 事務室 学務部学務課教務第二係 廃棄

学務課 会計
介護等体験・教員免許状の預
り金の関係で，10年保存が必
要であるもの

平成26年度預り金に関する文書（介護等体験・教員免許状） 学務部学務課教務第四係 2014年度 2015年4月1日 10年 2024年度末 紙 事務室 学務部学務課教務第四係 廃棄

学務課 教務
介護等体験の関係で，10年保
存が必要であるもの

平成26年度介護等体験証明書（写） 学務部学務課教務第四係 2014年度 2015年4月1日 10年 2024年度末 紙 事務室 学務部学務課教務第四係 廃棄

学務課 管理・運営
教員ＦＤ研修会の記録に関す
るもので重要なもの

教員ＦＤ研修会　平成26年度 学務部学務課教務企画係 2014年度 2015年4月1日 10年 2024年度末 紙 事務室 学務部学務課教務企画係 廃棄

学務課 管理・運営
グループ研究授業及び情報交
換会の記録に関するもので重
要なもの

グループ研究授業及び情報交換会実施計画書・報告書　平成26
年度

学務部学務課教務企画係 2014年度 2015年4月1日 10年 2024年度末 紙 事務室 学務部学務課教務企画係 廃棄

学務課 管理・運営
教務委員会の記録に関するも
ので重要なもの

平成26年度教務委員会資料 学務部学務課教務第一係 2014年度 2015年4月1日 10年 2024年度末 紙 事務室 学務部学務課教務第一係 廃棄

学務課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（情報アシスタント）

平成26年度情報アシスタント出勤簿 学務部学務課教務第三係 2014年度 2015年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部学務課教務第三係 廃棄

学務課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（情報アシスタント）

平成27年度情報アシスタント出勤簿 学務部学務課教務第三係 2015年度 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部学務課教務第三係 廃棄

学務課 教務 学位授与に関するもの 平成26年度学位記発行台帳 学務部学務課教務第二係 2014年度 2015年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部学務課教務第二係 廃棄

学務課 教務
科目等履修生の学籍に関する
もの

平成26年度科目等履修生学籍簿 学務部学務課教務第二係 2014年度 2015年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部学務課教務第二係 廃棄

学務課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成25年度勤務時間記録簿（非常勤） 学務部学務課総務係 2013年度 2014年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部学務課総務係 廃棄

学務課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（情報アシスタント）

平成14年度情報アシスタント出勤簿 学務部学務課 2002年度 2003年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部学務課教務第三係 廃棄

学務課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（情報アシスタント）

平成15年度情報アシスタント出勤簿 学務部学務課 2003年度 2004年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部学務課教務第三係 廃棄

学務課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（情報アシスタント）

平成16年度情報アシスタント出勤簿 学務部学務課 2004年度 2005年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部学務課教務第三係 廃棄

学務課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（情報アシスタント）

平成17年度情報アシスタント出勤簿 学務部学務課 2005年度 2006年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部学務課教務第三係 廃棄

学務課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（情報アシスタント）

平成18年度情報アシスタント出勤簿 学務部学務課 2006年度 2007年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部学務課教務第三係 廃棄

学務課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（情報アシスタント）

平成19年度情報アシスタント出勤簿 学務部学務課 2007年度 2008年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部学務課教務第三係 廃棄

学務課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（情報アシスタント）

平成20年度情報アシスタント出勤簿 学務部学務課 2008年度 2009年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部学務課教務第三係 廃棄

学務課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（情報アシスタント）

平成21年度情報アシスタント出勤簿 学務部学務課 2009年度 2010年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部学務課教務第三係 廃棄

学務課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（情報アシスタント）

平成22年度情報アシスタント出勤簿 学務部学務課 2010年度 2011年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部学務課教務第三係 廃棄

学務課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（情報アシスタント）

平成23年度情報アシスタント出勤簿 学務部学務課 2011年度 2012年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部学務課教務第三係 廃棄

学務課 管理・運営
各種委員会の記録に関するも
ので重要なもの

平成27年度教育実習委員会 学務部学務課教育実習係 2015年度 2016年4月1日 10年 2025年度末 紙 事務室 学務部学務課教育実習係 廃棄

学務課 管理・運営
各種委員会の記録に関するも
ので重要なもの

平成27年度教育実習実施部会 学務部学務課教育実習係 2015年度 2016年4月1日 10年 2025年度末 紙 事務室 学務部学務課教育実習係 廃棄

学務課 管理・運営
FD・ＳＤ推進本部会議の記録
に関するもので重要なもの

FD・ＳＤ推進本部会議／ＦＤ部会　平成27年度 学務部学務課教務企画係 2015年度 2016年4月1日 10年 2025年度末 紙 事務室 学務部学務課教務企画係 廃棄

学務課 教務
授業の履修等に関するもの
で，10年保存が必要であるも
の

スタディガイド2015 学務部学務課教務企画係 2015年度 2016年4月1日 10年 2025年度末 紙 事務室 学務部学務課教務企画係 廃棄

学務課 教務
学生の休学及び復学に関する
文書

平成27年度休学・復学関係文書 学務部学務課教務第二係 2015年度 2016年4月1日 10年 2025年度末 紙 事務室 学務部学務課教務第二係 廃棄

学務課 教務
学生の退学及び除籍に関する
文書

平成27年度退学・除籍関係文書 学務部学務課教務第二係 2015年度 2016年4月1日 10年 2025年度末 紙 事務室 学務部学務課教務第二係 廃棄

学務課 会計
介護等体験・教員免許状の預
り金の関係で，10年保存が必
要であるもの

平成27年度預り金に関する文書（介護等体験・教員免許状） 学務部学務課教務第四係 2015年度 2016年4月1日 10年 2025年度末 紙 事務室 学務部学務課教務第四係 廃棄

学務課 管理・運営
教員ＦＤ研修会の記録に関す
るもので重要なもの

教員ＦＤ研修会　平成27年度 学務部学務課教務企画係 2015年度 2016年4月1日 10年 2025年度末 紙 事務室 学務部学務課教務企画係 廃棄

学務課 管理・運営
グループ研究授業及び情報交
換会の記録に関するもので重
要なもの

グループ研究授業及び情報交換会実施計画書・報告書　平成27
年度

学務部学務課教務企画係 2015年度 2016年4月1日 10年 2025年度末 紙 事務室 学務部学務課教務企画係 廃棄

学務課 教務
介護等体験の関係で，10年保
存が必要であるもの

平成27年度介護等体験証明書（写） 学務部学務課教務第四係 2015年度 2016年4月1日 10年 2025年度末 紙 事務室 学務部学務課教務第四係 廃棄

学務課 管理・運営
教務委員会の記録に関するも
ので重要なもの

平成27年度教務委員会資料 学務部学務課教務第一係 2015年度 2016年4月1日 10年 2025年度末 紙 事務室 学務部学務課教務第一係 廃棄

学務課 教務 学位授与に関するもの 平成27年度学位記発行台帳 学務部学務課教務第二係 2015年度 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部学務課教務第二係 廃棄

学務課 教務
科目等履修生の学籍に関する
もの

平成27年度科目等履修生学籍簿 学務部学務課教務第二係 2015年度 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部学務課教務第二係 廃棄

学務課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成24年度勤務時間記録簿（非常勤） 学務部学務課総務係 2012年度 2013年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部学務課総務係 廃棄

学務課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成23年度勤務時間記録簿（非常勤） 学務部学務課総務係 2011年度 2012年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部学務課総務係 廃棄

学務課 会計
介護等体験・教員免許状の預
り金の関係で，10年保存が必
要であるもの

平成28年度預り金に関する文書（介護等体験・教員免許状） 学務部学務課教務第四係 2016年度 2017年4月1日 10年 2026年度末 紙 事務室 学務部学務課教務第四係 廃棄

学務課 教務
介護等体験の関係で，10年保
存が必要であるもの

平成28年度介護等体験証明書（写） 学務部学務課教務第四係 2016年度 2017年4月1日 10年 2026年度末 紙 事務室 学務部学務課教務第四係 廃棄

学務課 教務 学位授与に関するもの 平成12年度学位記発行台帳 学務部学務課教務第二係 2000年度 2001年4月1日 無期限  紙 事務室 学務部学務課教務第二係 廃棄

学務課 教務 学位授与に関するもの 平成13年度学位記発行台帳 学務部学務課教務第二係 2001年度 2002年4月1日 無期限  紙 事務室 学務部学務課教務第二係 廃棄

学務課 管理・運営
各種委員会の記録に関するも
ので重要なもの

平成28年度教育実習委員会 学務部学務課教育実習係 2016年度 2017年4月1日 10年 2026年度末 紙 事務室 学務部学務課教育実習係 廃棄

学務課 管理・運営
各種委員会の記録に関するも
ので重要なもの

平成28年度教育実習実施部会 学務部学務課教育実習係 2016年度 2017年4月1日 10年 2026年度末 紙 事務室 学務部学務課教育実習係 廃棄

学務課 教務
学生の休学及び復学に関する
文書

平成28年度休学・復学関係文書 学務部学務課教務第二係 2016年度 2017年4月1日 10年 2026年度末 紙 事務室 学務部学務課教務第二係 廃棄

学務課 教務
学生の退学及び除籍に関する
文書

平成28年度退学・除籍関係文書 学務部学務課教務第二係 2016年度 2017年4月1日 10年 2026年度末 紙 事務室 学務部学務課教務第二係 廃棄

学務課 教務
科目等履修生の学籍に関する
もの

平成28年度科目等履修生学籍簿 学務部学務課教務第二係 2016年度 2017年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部学務課教務第二係 廃棄

学務課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（情報アシスタント）

平成28年度情報アシスタント出勤簿 学務部学務課教務第三係 2016年度 2017年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部学務課教務第三係 廃棄

学務課 管理・運営
情報教育授業運営部会に関
するもの

平成29年度情報教育授業運営部会資料 学務部学務課教務第三係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部学務課教務第三係 廃棄

学務課 教務
情報アシスタントに関するもの
であって，5年保存が必要であ
るもの

平成29年度情報アシスタント関係文書 学務部学務課教務第三係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部学務課教務第三係 廃棄
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学務課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（情報アシスタント）

平成29年度情報アシスタント出勤簿 学務部学務課教務第三係 2017年度 2018年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部学務課教務第三係 廃棄

学務課 教務
インフォメーションホール運営
に関するものであって，5年保
存が必要であるもの

平成29年度インフォメーションホール運営関係文書 学務部学務課教務第三係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部学務課教務第三係 廃棄

学務課 教務
再入学に関するものであって，
5年保存が必要であるもの

平成29年度再入学関係文書 学務部学務課教務第三係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部学務課教務第三係 廃棄

学務課 管理・運営
生活科授業運営部会に関する
もの

平成29年度生活科授業運営部会資料 学務部学務課教務第三係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部学務課教務第三係 廃棄

学務課 教務
「生活科研究」授業に関するも
のであって，5年保存が必要で
あるもの

平成29年度生活科研究関係文書 学務部学務課教務第三係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部学務課教務第三係 廃棄

学務課 管理・運営
諸資格取得指導部会に関する
もの

平成29年度諸資格取得指導部会資料 学務部学務課教務第三係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部学務課教務第三係 廃棄

学務課 教務
諸資格取得指導に関するもの
であって，5年保存が必要であ
るもの

平成29年度諸資格関係文書 学務部学務課教務第三係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部学務課教務第三係 廃棄

学務課 管理・運営
教務委員会の記録に関するも
ので重要なもの

平成28年度教務委員会資料 学務部学務課教務第一係 2016年度 2017年4月1日 10年 2026年度末 紙 事務室 学務部学務課教務第一係 廃棄

学務課 管理・運営
FD・ＳＤ推進本部会議の記録
に関するもので重要なもの

FD・ＳＤ推進本部会議／ＦＤ部会　平成28年度 学務部学務課教務企画係 2016年度 2017年4月1日 10年 2026年度末 紙 事務室 学務部学務課教務企画係 廃棄

学務課 教務
授業の履修等に関するもの
で，10年保存が必要であるも
の

スタディガイド2016 学務部学務課教務企画係 2016年度 2017年4月1日 10年 2026年度末 紙 事務室 学務部学務課教務企画係 廃棄

学務課 管理・運営
教員ＦＤ研修会の記録に関す
るもので重要なもの

教員ＦＤ研修会　平成28年度 学務部学務課教務企画係 2016年度 2017年4月1日 10年 2026年度末 紙 事務室 学務部学務課教務企画係 廃棄

学務課 管理・運営
グループ研究授業及び情報交
換会の記録に関するもので重
要なもの

グループ研究授業及び情報交換会実施計画書・報告書　平成28
年度

学務部学務課教務企画係 2016年度 2017年4月1日 10年 2026年度末 紙 事務室 学務部学務課教務企画係 廃棄

学務課 教務 学籍に関するもの 平成24年度大学院博士課程修了・退学・除籍者学籍簿 学務部学務課大学院室博士課程係 2012年度 2013年4月1日 無期限 紙 保管庫 学務部学務課教務第四係 廃棄

学務課 教務 学籍に関するもの 平成25年度大学院博士課程修了・退学・除籍者学籍簿 学務部学務課大学院室博士課程係 2013年度 2014年4月1日 無期限 紙 保管庫 学務部学務課教務第四係 廃棄

学務課 教務 学籍に関するもの 平成26年度大学院博士課程修了・退学・除籍者学籍簿 学務部学務課大学院室博士課程係 2014年度 2015年4月1日 無期限 紙 保管庫 学務部学務課教務第四係 廃棄

学務課 教務 学籍に関するもの 平成27年度大学院博士課程修了・退学・除籍者学籍簿 学務部学務課大学院室博士課程係 2015年度 2016年4月1日 無期限 紙 保管庫 学務部学務課教務第四係 廃棄

学務課 教務 学籍に関するもの 平成28年度大学院博士課程修了・退学・除籍者学籍簿 学務部学務課大学院室博士課程係 2016年度 2017年4月1日 無期限 紙 保管庫 学務部学務課教務第四係 廃棄

学務課 管理・運営 各種統計調査に関するもの 平成29年度学生数一覧 学務部学務課総務係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部学務課総務係 廃棄

学務課 人事 勤務時間記録簿 平成29年度勤務時間記録簿 学務部学務課総務係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部学務課総務係 廃棄

学務課 会計 旅行命令簿 平成29年度旅行命令綴 学務部学務課総務係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部学務課総務係 廃棄

学務課 管理・運営 全学教室主任会に関するもの 平成29年度全学教室主任会 学務部学務課総務係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部学務課総務係 廃棄

学務課 教務 学生の在籍に関するもの 平成29年度研究生（学部・大学院・委託） 学務部学務課総務係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部学務課総務係 廃棄

学務課 会計 予算配分に関する文書 平成29年度予算要求関係 学務部学務課総務係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部学務課総務係 廃棄

学務課 教務
学生証等各種証明書発行に
関するもので重要なもの

平成29年度研究生証明書綴 学務部学務課総務係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部学務課総務係 廃棄

学務課 人事 期末・勤勉手当に関するもの 平成29年度人事関係（昇給・手当） 学務部学務課総務係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部学務課総務係 廃棄

学務課 人事 勤務時間報告書 平成29年度勤務日及び勤務時間表 学務部学務課総務係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部学務課総務係 廃棄

学務課 管理・運営
新教員養成コース実施委員会
に関するもの

平成29年度新教員養成コース実施委員会 学務部学務課総務係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部学務課総務係 廃棄

学務課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成22年度勤務時間記録簿（非常勤） 学務部学務課総務係 2010年度 2011年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部学務課総務係 廃棄

学務課 教務
教員免許状一括申請の関係
で，5年保存が必要であるもの

平成29年度教員免許状一括申請に関する文書 学務部学務課教務第四係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部学務課教務第四係 廃棄

学務課 教務 各種委員会に関するもの 平成29年度介護等体験部会 学務部学務課教務第四係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部学務課教務第四係 廃棄

学務課 教務
介護等体験の関係で，5年保
存が必要であるもの

平成29年度介護等体験（社会福祉施設）に関する文書 学務部学務課教務第四係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部学務課教務第四係 廃棄

学務課 教務
介護等体験の関係で，5年保
存が必要であるもの

平成29年度介護等体験（都立特別支援学校）に関する文書 学務部学務課教務第四係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部学務課教務第四係 廃棄

学務課 教務
介護等体験の関係で，5年保
存が必要であるもの

平成29年度介護等体験（附属特別支援学校）に関する文書 学務部学務課教務第四係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部学務課教務第四係 廃棄

学務課 教務 学生の生活支援に関するもの 平成29年度障害学生支援に関する文書 学務部学務課 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部学務課総務係 廃棄

学務課 教務
単位互換の関係で，5年保存
が必要であるもの

平成29年度単位互換（派遣） 学務部学務課教務第四係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部学務課教務第四係 廃棄

学務課 教務
単位互換の関係で，5年保存
が必要であるもの

平成29年度単位互換（受入） 学務部学務課教務第四係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部学務課教務第四係 廃棄

学務課 会計
介護等体験・教員免許状の預
り金の関係で，10年保存が必
要であるもの

平成29年度預り金に関する文書（介護等体験・教員免許状） 学務部学務課教務第四係 2017年度 2018年4月1日 10年 2027年度末 紙 事務室 学務部学務課教務第四係 廃棄

学務課 教務
介護等体験の関係で，10年保
存が必要であるもの

平成29年度介護等体験証明書（写） 学務部学務課教務第四係 2017年度 2018年4月1日 10年 2027年度末 紙 事務室 学務部学務課教務第四係 廃棄

学務課 教務
課外教育の実施に関するもの
で重要なもの

介護等体験記録(平成29年度) 学務部学務課教務第四係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部学務課教務第四係 廃棄

学務課 教務 学籍に関するもの 平成29年度大学院博士課程修了・退学・除籍者学籍簿 学務部学務課大学院室博士課程係 2017年度 2018年4月1日 無期限 紙 保管庫 学務部学務課教務第四係 廃棄

学務課 教務 教育実習の配当に関するもの 平成29年度教育実習配当名簿（附属学校） 学務部学務課教育実習係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部学務課教育実習係 廃棄

学務課 教務 教育実習の配当に関するもの 平成29年度教育実習配当名簿（附属学校以外） 学務部学務課教育実習係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部学務課教育実習係 廃棄

学務課 教務
教育実習の申請・承認に関す
るもの

平成29年度教育実習申請・承認に関する文書（東京都） 学務部学務課教育実習係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部学務課教育実習係 廃棄

学務課 教務
教育実習の申請・承認に関す
るもの

平成29年度教育実習申請・承認に関する文書（東京都以外） 学務部学務課教育実習係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部学務課教育実習係 廃棄

学務課 教務
教育実習の協力謝金に関する
もの

平成29年度教育実習協力謝金に関する文書 学務部学務課教育実習係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部学務課教育実習係 廃棄

学務課 教務
教員養成実地指導講師の予
算要求に関するもの

平成29年度教員養成実地指導講師予算要求に関する文書 学務部学務課教育実習係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部学務課教育実習係 廃棄

学務課 管理・運営
各種委員会の記録に関するも
ので重要なもの

平成29年度教育実習委員会 学務部学務課教育実習係 2017年度 2018年4月1日 10年 2027年度末 紙 事務室 学務部学務課教育実習係 廃棄

学務課 管理・運営
各種委員会の記録に関するも
ので重要なもの

平成29年度教育実習実施部会 学務部学務課教育実習係 2017年度 2018年4月1日 10年 2027年度末 紙 事務室 学務部学務課教育実習係 廃棄

学務課 教務
科目等履修生に関する文書
で，5年保存が必要であるもの

平成29年度科目等履修生単位履修届 学務部学務課教務第二係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部学務課教務第二係 廃棄

学務課 教務
科目等履修生に関する文書
で，5年保存が必要であるもの

平成29年度科目等履修生受講可能科目一覧 学務部学務課教務第二係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部学務課教務第二係 廃棄

学務課 教務
学部授業の時間割編成関係
で，5年保存が必要であるもの

平成29年度時間割編成依頼 学務部学務課教務第二係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部学務課教務第二係 廃棄

学務課 管理・運営
非常勤講師枠査定会議に関
するもので，5年保存が必要で
あるもの

平成29年度非常勤講師査定資料 学務部学務課教務第二係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部学務課教務第二係 廃棄

学務課 教務
既修得単位認定に関する文書
で，5年保存が必要であるもの

平成29年度既修得単位認定関係文書 学務部学務課教務第二係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部学務課教務第二係 廃棄

学務課 教務
留学単位認定に関する文書
で，5年保存が必要であるもの

平成29年度留学単位認定関係文書 学務部学務課教務第二係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部学務課教務第二係 廃棄

学務課 教務
語学単位認定に関する文書
で，5年保存が必要であるもの

平成29年度語学単位認定関係文書 学務部学務課教務第二係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部学務課教務第二係 廃棄

学務課 教務
転類関係で，5年保存が必要
であるもの

平成29年度転類関係文書 学務部学務課教務第二係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部学務課教務第二係 廃棄

学務課 会計
学部生の授業料債権発生及
び消滅に関する決裁文書

平成29年度授業料債権関係文書 学務部学務課教務第二係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部学務課教務第二係 廃棄

学務課 教務
科目等履修生に関する文書
で，5年保存が必要であるもの

平成29年度科目等履修生関係書類 学務部学務課教務第二係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部学務課教務第二係 廃棄

学務課 会計
科目等履修生の債権発生通
知通知及び決裁文書

平成29年度科目等履修生債権発生通知書綴 学務部学務課教務第二係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部学務課教務第二係 廃棄

学務課 教務
学生の休学及び復学に関する
文書

平成29年度休学・復学関係文書 学務部学務課教務第二係 2017年度 2018年4月1日 10年 2027年度末 紙 事務室 学務部学務課教務第二係 廃棄

学務課 教務
学生の退学及び除籍に関する
文書

平成29年度退学・除籍関係文書 学務部学務課教務第二係 2017年度 2018年4月1日 10年 2027年度末 紙 事務室 学務部学務課教務第二係 廃棄
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部局名 １）大分類 ２）中分類 ３）小分類（法人文書ファイル名） ４）作成・取得者
５）作成・取得年度
等
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９）媒体の種別 10）保存場所 11）管理担当課・係
12)保存期間満
了時の措置

備考

学務課 教務
科目等履修生の学籍に関する
もの

平成29年度科目等履修生学籍簿 学務部学務課教務第二係 2017年度 2018年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部学務課教務第二係 廃棄

学務課 管理・運営
「道徳の指導法」授業運営部
会に関するもの

平成29年度「道徳の指導法」授業運営部会資料 学務部学務課教務第三係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部学務課教務第三係 廃棄

学務課 管理・運営
「道徳の指導法」授業運営部
会に関するもの

平成29年「道徳の指導法」関係文書 学務部学務課教務第三係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部学務課教務第三係 廃棄

学務課 教務
教室使用に関するものであっ
て，3年保存が必要であるもの

令和元年度教室使用一覧 学務部学務課教務第三係 2019年度 2020年4月1日 3年 2022年度末 紙 事務室 学務部学務課教務第三係 廃棄

学務課 管理・運営
情報教育授業運営部会に関
するもの

平成30年度情報教育授業運営部会資料 学務部学務課教務第三係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部学務課教務第三係 廃棄

学務課 管理・運営
情報教育授業運営部会に関
するもの

令和元年度情報教育授業運営部会資料 学務部学務課教務第三係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部学務課教務第三係 廃棄

学務課 教務
情報アシスタントに関するもの
であって，5年保存が必要であ
るもの

平成30年度情報アシスタント関係文書 学務部学務課教務第三係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部学務課教務第三係 廃棄

学務課 教務
情報アシスタントに関するもの
であって，5年保存が必要であ
るもの

令和元年度情報アシスタント関係文書 学務部学務課教務第三係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部学務課教務第三係 廃棄

学務課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（情報アシスタント）

平成30年度情報アシスタント出勤簿 学務部学務課教務第三係 2018年度 2019年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部学務課教務第三係 廃棄

学務課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（情報アシスタント）

令和元年度情報アシスタント出勤簿 学務部学務課教務第三係 2019年度 2020年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部学務課教務第三係 廃棄

学務課 管理・運営
教務委員会の記録に関するも
ので重要なもの

平成29年度教務委員会資料 学務部学務課教務第一係 2017年度 2018年4月1日 10年 2027年度末 紙 事務室 学務部学務課教務第一係 廃棄

学務課 管理・運営
教職実践演習運営部会に関
するもの

平成29年度教職実践演習運営部会資料 学務部学務課教務第一係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部学務課教務第一係 廃棄

学務課 管理・運営
FD・ＳＤ推進本部会議の記録
に関するもので重要なもの

FD・ＳＤ推進本部会議／ＦＤ部会　平成29年度 学務部学務課教務企画係 2017年度 2018年4月1日 10年 2027年度末 紙 事務室 学務部学務課教務企画係 廃棄

学務課 教務
授業の履修等に関するもの
で，10年保存が必要であるも
の

スタディガイド2017 学務部学務課教務企画係 2017年度 2018年4月1日 10年 2027年度末 紙 事務室 学務部学務課教務企画係 廃棄

学務課 管理・運営
教員ＦＤ研修会の記録に関す
るもので重要なもの

教員ＦＤ研修会　平成29年度 学務部学務課教務企画係 2017年度 2018年4月1日 10年 2027年度末 紙 事務室 学務部学務課教務企画係 廃棄

学務課 管理・運営
グループ研究授業及び情報交
換会の記録に関するもので重
要なもの

グループ研究授業及び情報交換会実施計画書・報告書　平成29
年度

学務部学務課教務企画係 2017年度 2018年4月1日 10年 2027年度末 紙 事務室 学務部学務課教務企画係 廃棄

学務課 教務 学生の在籍に関するもの 学生記録（平成29年度） 学務部学務課教務企画係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部学務課教務企画係 廃棄

学務課 教務 学籍に関するもの 平成24年度卒業生 学務部学務課総務係 2012年度 2013年4月1日 無期限
電子:共有サー
バー内

事務室 学務部学務課教務第四係 廃棄

学務課 教務 学籍に関するもの 平成25年度卒業生 学務部学務課総務係 2013年度 2014年4月1日 無期限
電子:共有サー
バー内

事務室 学務部学務課教務第四係 廃棄

学務課 教務 学籍に関するもの 平成26年度卒業生 学務部学務課総務係 2014年度 2014年4月1日 無期限
電子:共有サー
バー内

事務室 学務部学務課教務第四係 廃棄

学務課 教務 学籍に関するもの 平成27年度卒業生 学務部学務課総務係 2015年度 2015年4月1日 無期限
電子:共有サー
バー内

事務室 学務部学務課教務第四係 廃棄

学務課 教務 学籍に関するもの 平成28年度卒業生 学務部学務課総務係 2016年度 2016年4月1日 無期限
電子:共有サー
バー内

事務室 学務部学務課教務第四係 廃棄

学務課 教務 学籍に関するもの 平成29年度卒業生 学務部学務課総務係 2017年度 2017年4月1日 無期限
電子:共有サー
バー内

事務室 学務部学務課教務第四係 廃棄

学務課 管理・運営 各種統計調査に関するもの 平成30年度学生数一覧 学務部学務課総務係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部学務課総務係 廃棄

学務課 人事 勤務時間記録簿 平成30年度勤務時間記録簿 学務部学務課総務係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部学務課総務係 廃棄

学務課 会計 旅行命令簿 平成30年度旅行命令綴 学務部学務課総務係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部学務課総務係 廃棄

学務課 管理・運営 全学教室主任会に関するもの 平成30年度全学教室主任会 学務部学務課総務係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部学務課総務係 廃棄

学務課 教務 学生の在籍に関するもの 平成30年度研究生（学部・大学院・委託） 学務部学務課総務係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部学務課総務係 廃棄

学務課 会計 予算配分に関する文書 平成30年度予算要求関係 学務部学務課総務係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部学務課総務係 廃棄

学務課 教務
学生証等各種証明書発行に
関するもので重要なもの

平成30年度研究生証明書綴 学務部学務課総務係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部学務課総務係 廃棄

学務課 人事 期末・勤勉手当に関するもの 平成30年度人事関係（昇給・手当） 学務部学務課総務係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部学務課総務係 廃棄

学務課 人事 勤務時間報告書 平成30年度勤務日及び勤務時間表 学務部学務課総務係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部学務課総務係 廃棄

学務課 管理・運営
教員養成高度化プロジェクト
実施委員会に関するもの

平成30年度教員養成高度化プロジェクト実施委員会 学務部学務課総務係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部学務課総務係 廃棄

学務課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成21年度勤務時間記録簿（非常勤） 学務部学務課総務係 2009年度 2010年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部学務課総務係 廃棄

学務課 教務 学籍に関するもの 平成30年度卒業生 学務部学務課総務係 2018年度 2018年4月1日 無期限
電子:共有サー
バー内

事務室 学務部学務課教務第四係 廃棄

学務課 教務 教育実習の配当に関するもの 平成30年度教育実習配当名簿（附属学校） 学務部学務課教育実習係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部学務課教育実習係 廃棄

学務課 教務 教育実習の配当に関するもの 平成30年度教育実習配当名簿（附属学校以外） 学務部学務課教育実習係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部学務課教育実習係 廃棄

学務課 教務
教育実習の申請・承認に関す
るもの

平成30年度教育実習申請・承認に関する文書（東京都） 学務部学務課教育実習係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部学務課教育実習係 廃棄

学務課 教務
教育実習の申請・承認に関す
るもの

平成30年度教育実習申請・承認に関する文書（東京都以外） 学務部学務課教育実習係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部学務課教育実習係 廃棄

学務課 教務
教育実習の協力謝金に関する
もの

平成30年度教育実習協力謝金に関する文書 学務部学務課教育実習係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部学務課教育実習係 廃棄

学務課 教務
教員養成実地指導講師の予
算要求に関するもの

平成30年度教員養成実地指導講師予算要求に関する文書 学務部学務課教育実習係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部学務課教育実習係 廃棄

学務課 管理・運営
各種委員会の記録に関するも
ので重要なもの

平成30年度教育実習委員会 学務部学務課教育実習係 2018年度 2019年4月1日 10年 2028年度末 紙 事務室 学務部学務課教育実習係 廃棄

学務課 管理・運営
各種委員会の記録に関するも
ので重要なもの

平成30年度教育実習実施部会 学務部学務課教育実習係 2018年度 2019年4月1日 10年 2028年度末 紙 事務室 学務部学務課教育実習係 廃棄

学務課 管理・運営
FD・ＳＤ推進本部会議の記録
に関するもので重要なもの

FD・ＳＤ推進本部会議／ＦＤ部会　平成30年度 学務部学務課教務企画係 2018年度 2019年4月1日 10年 2028年度末 紙 事務室 学務部学務課教務企画係 廃棄

学務課 教務 学生の在籍に関するもの 学生記録（平成30年度） 学務部学務課教務企画係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部学務課教務企画係 廃棄

学務課 教務
教職課程認定申請に関するも
ので，無期限保存が必要であ
ると認めるもの

課程認定申請書・変更届（平成30年度） 学務部学務課教務企画係 2018年度 2019年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部学務課教務企画係 廃棄

学務課 管理・運営
教員ＦＤ研修会の記録に関す
るもので重要なもの

教員ＦＤ研修会　平成30年度 学務部学務課教務企画係 2018年度 2019年4月1日 10年 2028年度末 紙 事務室 学務部学務課教務企画係 廃棄

学務課 管理・運営
グループ研究授業及び情報交
換会の記録に関するもので重
要なもの

グループ研究授業及び情報交換会実施計画書・報告書　平成30
年度

学務部学務課教務企画係 2018年度 2019年4月1日 10年 2028年度末 紙 事務室 学務部学務課教務企画係 廃棄

学務課 教務
授業の履修等に関するもの
で，10年保存が必要であるも
の

スタディガイド2018 学務部学務課教務企画係 2018年度 2019年4月1日 10年 2028年度末 紙 事務室 学務部学務課教務企画係 廃棄

学務課 管理・運営
教務委員会の記録に関するも
ので重要なもの

平成30年度教務委員会資料 学務部学務課教務第一係 2018年度 2019年4月1日 10年 2028年度末 紙 事務室 学務部学務課教務第一係 廃棄

学務課 管理・運営
教職実践演習運営部会に関
するもの

平成30年度教職実践演習運営部会資料 学務部学務課教務第一係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部学務課教務第一係 廃棄

学務課 教務
インフォメーションホール運営
に関するものであって，5年保
存が必要であるもの

平成30年度インフォメーションホール運営関係文書 学務部学務課教務第三係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部学務課教務第三係 廃棄

学務課 教務
インフォメーションホール運営
に関するものであって，5年保
存が必要であるもの

令和元年度インフォメーションホール運営関係文書 学務部学務課教務第三係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部学務課教務第三係 廃棄

学務課 教務
再入学に関するものであって，
5年保存が必要であるもの

平成30年度再入学関係文書 学務部学務課教務第三係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部学務課教務第三係 廃棄

学務課 教務
再入学に関するものであって，
5年保存が必要であるもの

令和元年度再入学関係文書 学務部学務課教務第三係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部学務課教務第三係 廃棄

学務課 管理・運営
生活科授業運営部会に関する
もの

平成30年度生活科授業運営部会資料 学務部学務課教務第三係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部学務課教務第三係 廃棄

学務課 教務
「生活科研究」授業に関するも
のであって，5年保存が必要で
あるもの

平成30年度生活科研究関係文書 学務部学務課教務第三係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部学務課教務第三係 廃棄

学務課 教務
「生活科研究」授業に関するも
のであって，5年保存が必要で
あるもの

令和元年度生活科研究関係文書 学務部学務課教務第三係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部学務課教務第三係 廃棄

学務課 管理・運営
諸資格取得指導部会に関する
もの

平成30年度諸資格取得指導部会資料 学務部学務課教務第三係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部学務課教務第三係 廃棄

学務課 管理・運営
諸資格取得指導部会に関する
もの

令和元年度諸資格取得指導部会資料 学務部学務課教務第三係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部学務課教務第三係 廃棄

学務課 教務
諸資格取得指導に関するもの
であって，5年保存が必要であ
るもの

平成30年度諸資格関係文書 学務部学務課教務第三係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部学務課教務第三係 廃棄
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部局名 １）大分類 ２）中分類 ３）小分類（法人文書ファイル名） ４）作成・取得者
５）作成・取得年度
等

６）起算日 ７）保存期間
８）保存期間
    満了時期

９）媒体の種別 10）保存場所 11）管理担当課・係
12)保存期間満
了時の措置
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学務課 教務
諸資格取得指導に関するもの
であって，5年保存が必要であ
るもの

令和元年度諸資格関係文書 学務部学務課教務第三係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部学務課教務第三係 廃棄

学務課 管理・運営
「道徳の指導法」授業運営部
会に関するもの

平成30年度「道徳の指導法」授業運営部会資料 学務部学務課教務第三係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部学務課教務第三係 廃棄

学務課 管理・運営
「道徳の指導法」授業運営部
会に関するもの

平成30年「道徳の指導法」関係文書 学務部学務課教務第三係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部学務課教務第三係 廃棄

学務課 教務
「道徳の指導法」授業に関す
るものであって，5年保存が必
要であるもの

令和元年度「道徳の指導法」関係文書 学務部学務課教務第三係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部学務課教務第三係 廃棄

学務課 教務
教員免許状一括申請の関係
で，5年保存が必要であるもの

平成30年度教員免許状一括申請に関する文書 学務部学務課教務第四係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部学務課教務第四係 廃棄

学務課 教務 各種委員会に関するもの 平成30年度介護等体験部会 学務部学務課教務第四係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部学務課教務第四係 廃棄

学務課 教務
介護等体験の関係で，5年保
存が必要であるもの

平成30年度介護等体験（社会福祉施設）に関する文書 学務部学務課教務第四係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部学務課教務第四係 廃棄

学務課 教務
介護等体験の関係で，5年保
存が必要であるもの

平成30年度介護等体験（都立特別支援学校）に関する文書 学務部学務課教務第四係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部学務課教務第四係 廃棄

学務課 教務
介護等体験の関係で，5年保
存が必要であるもの

平成30年度介護等体験（附属特別支援学校）に関する文書 学務部学務課教務第四係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部学務課教務第四係 廃棄

学務課 教務 学生の生活支援に関するもの 平成30年度障害学生支援に関する文書 学務部学務課 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部学務課総務係 廃棄

学務課 教務
単位互換の関係で，5年保存
が必要であるもの

平成30年度単位互換（派遣） 学務部学務課教務第四係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部学務課教務第四係 廃棄

学務課 教務
単位互換の関係で，5年保存
が必要であるもの

平成30年度単位互換（受入） 学務部学務課教務第四係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部学務課教務第四係 廃棄

学務課 会計
介護等体験・教員免許状の預
り金の関係で，10年保存が必
要であるもの

平成30年度預り金に関する文書（介護等体験・教員免許状） 学務部学務課教務第四係 2018年度 2019年4月1日 10年 2028年度末 紙 事務室 学務部学務課教務第四係 廃棄

学務課 教務
介護等体験の関係で，10年保
存が必要であるもの

平成30年度介護等体験証明書（写） 学務部学務課教務第四係 2018年度 2019年4月1日 10年 2028年度末 紙 事務室 学務部学務課教務第四係 廃棄

学務課 教務
課外教育の実施に関するもの
で重要なもの

介護等体験記録(平成30年度) 学務部学務課教務第四係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部学務課教務第四係 廃棄

学務課 教務
単位互換の実施に関するもの
で重要なもの

平成30年度特別聴講学生（HATO放射線教育プロジェクト受入） 学務部学務課教務第四係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部学務課教務第四係 廃棄

学務課 教務 学籍に関するもの 平成30年度大学院博士課程修了・退学・除籍者学籍簿 学務部学務課大学院室博士課程係 2018年度 2019年4月1日 無期限 紙 保管庫 学務部学務課教務第四係 廃棄

学務課 管理・運営
教務委員会の記録に関するも
ので重要なもの

令和元年度教務委員会資料 学務部学務課教務第一係 2019年度 2020年4月1日 10年 2029年度末 紙 事務室 学務部学務課教務第一係 廃棄

学務課 教務
卒業生証明書発行の関係で，
3年保存が必要であるもの

平成31年度卒業・修了・成績証明書発行関係文書 学務部学務課教務第四係 2019年度 2020年4月1日 3年 2022年度末 紙 事務室 学務部学務課教務第四係 廃棄

学務課 教務
卒業生証明書発行の関係で，
3年保存が必要であるもの

平成31年度単位取得証明書発行関係文書 学務部学務課教務第四係 2019年度 2020年4月1日 3年 2022年度末 紙 事務室 学務部学務課教務第四係 廃棄

学務課 教務
卒業生証明書発行の関係で，
3年保存が必要であるもの

平成31年度英文証明書発行関係文書 学務部学務課教務第四係 2019年度 2020年4月1日 3年 2022年度末 紙 事務室 学務部学務課教務第四係 廃棄

学務課 教務
教員免許状一括申請の関係
で，5年保存が必要であるもの

平成31年度教員免許状一括申請に関する文書 学務部学務課教務第四係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部学務課教務第四係 廃棄

学務課 教務 各種委員会に関するもの 平成31年度介護等体験部会 学務部学務課教務第四係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部学務課教務第四係 廃棄

学務課 教務
介護等体験の関係で，5年保
存が必要であるもの

平成31年度介護等体験（社会福祉施設）に関する文書 学務部学務課教務第四係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部学務課教務第四係 廃棄

学務課 教務
介護等体験の関係で，5年保
存が必要であるもの

平成31年度介護等体験（都立特別支援学校）に関する文書 学務部学務課教務第四係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部学務課教務第四係 廃棄

学務課 教務
介護等体験の関係で，5年保
存が必要であるもの

平成31年度介護等体験（附属特別支援学校）に関する文書 学務部学務課教務第四係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部学務課教務第四係 廃棄

学務課 教務 学生の生活支援に関するもの 平成31年度障害学生支援に関する文書 学務部学務課 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部学務課総務係 廃棄

学務課 教務
単位互換の関係で，5年保存
が必要であるもの

平成31年度単位互換（派遣） 学務部学務課教務第四係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部学務課教務第四係 廃棄

学務課 教務
単位互換の関係で，5年保存
が必要であるもの

平成31年度単位互換（受入） 学務部学務課教務第四係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部学務課教務第四係 廃棄

学務課 会計
介護等体験・教員免許状の預
り金の関係で，10年保存が必
要であるもの

平成31年度預り金に関する文書（介護等体験・教員免許状） 学務部学務課教務第四係 2019年度 2020年4月1日 10年 2029年度末 紙 事務室 学務部学務課教務第四係 廃棄

学務課 教務
介護等体験の関係で，10年保
存が必要であるもの

平成31年度介護等体験証明書（写） 学務部学務課教務第四係 2019年度 2020年4月1日 10年 2029年度末 紙 事務室 学務部学務課教務第四係 廃棄

学務課 教務
課外教育の実施に関するもの
で重要なもの

介護等体験記録(平成31年度) 学務部学務課教務第四係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部学務課教務第四係 廃棄

学務課 教務
単位互換の実施に関するもの
で重要なもの

平成31年度特別聴講学生（HATO放射線教育プロジェクト受入） 学務部学務課教務第四係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部学務課教務第四係 廃棄

学務課 教務
卒業証書発行台帳及び修了
証書発行台帳に関するもの

平成24年度卒業生台帳 学務部学務課教務第二係 2012年度 2013年4月1日 無期限 紙 保管庫 学務部学務課教務第二係 廃棄

学務課 教務
卒業証書発行台帳及び修了
証書発行台帳に関するもの

平成25年度卒業生台帳 学務部学務課教務第二係 2013年度 2014年4月1日 無期限 紙 保管庫 学務部学務課教務第二係 廃棄

学務課 教務
卒業証書発行台帳及び修了
証書発行台帳に関するもの

平成26年度卒業生台帳 学務部学務課教務第二係 2014年度 2015年4月1日 無期限 紙 保管庫 学務部学務課教務第二係 廃棄

学務課 教務
卒業証書発行台帳及び修了
証書発行台帳に関するもの

平成27年度卒業生台帳 学務部学務課教務第二係 2015年度 2016年4月1日 無期限 紙 保管庫 学務部学務課教務第二係 廃棄

学務課 教務
卒業証書発行台帳及び修了
証書発行台帳に関するもの

平成28年度卒業生台帳 学務部学務課教務第二係 2016年度 2017年4月1日 無期限 紙 保管庫 学務部学務課教務第二係 廃棄

学務課 教務
卒業証書発行台帳及び修了
証書発行台帳に関するもの

平成29年度卒業生台帳 学務部学務課教務第二係 2017年度 2018年4月1日 無期限 紙 保管庫 学務部学務課教務第二係 廃棄

学務課 教務
卒業証書発行台帳及び修了
証書発行台帳に関するもの

平成30年度卒業生台帳 学務部学務課教務第二係 2018年度 2019年4月1日 無期限 紙 保管庫 学務部学務課教務第二係 廃棄

学務課 教務
卒業証書発行台帳及び修了
証書発行台帳に関するもの

令和元年度卒業生台帳 学務部学務課教務第二係 2019年度 2020年4月1日 無期限 紙 保管庫 学務部学務課教務第二係 廃棄

学務課 教務
学生の退学及び除籍に関する
文書

平成30年度退学・除籍関係文書 学務部学務課教務第二係 2018年度 2019年4月1日 10年 2028年度末 紙 事務室 学務部学務課教務第二係 廃棄

学務課 教務
学生の退学及び除籍に関する
文書

令和元年度退学・除籍関係文書 学務部学務課教務第二係 2019年度 2020年4月1日 10年 2029年度末 紙 事務室 学務部学務課教務第二係 廃棄

学務課 教務
学生の休学及び復学に関する
文書

平成30年度休学・復学関係文書 学務部学務課教務第二係 2018年度 2019年4月1日 10年 2028年度末 紙 事務室 学務部学務課教務第二係 廃棄

学務課 教務
学生の休学及び復学に関する
文書

令和元年度休学・復学関係文書 学務部学務課教務第二係 2019年度 2020年4月1日 10年 2029年度末 紙 事務室 学務部学務課教務第二係 廃棄

学務課 教務
他大学受験の関係で，3年保
存が必要であるもの

令和元年度他大学受験届 学務部学務課教務第二係 2019年度 2020年4月1日 3年 2022年度末 紙 事務室 学務部学務課教務第二係 廃棄

学務課 教務
転類関係で，5年保存が必要
であるもの

平成30年度転類関係文書 学務部学務課教務第二係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部学務課教務第二係 廃棄

学務課 教務
転類関係で，5年保存が必要
であるもの

令和元年度転類関係文書 学務部学務課教務第二係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部学務課教務第二係 廃棄

学務課 教務
語学単位認定に関する文書
で，5年保存が必要であるもの

平成30年度語学単位認定関係文書 学務部学務課教務第二係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部学務課教務第二係 廃棄

学務課 教務
語学単位認定に関する文書
で，5年保存が必要であるもの

令和元年度語学単位認定関係文書 学務部学務課教務第二係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部学務課教務第二係 廃棄

学務課 教務
既修得単位認定に関する文書
で，5年保存が必要であるもの

平成30年度既修得単位認定関係文書 学務部学務課教務第二係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部学務課教務第二係 廃棄

学務課 教務
既修得単位認定に関する文書
で，5年保存が必要であるもの

令和元年度既修得単位認定関係文書 学務部学務課教務第二係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部学務課教務第二係 廃棄

学務課 教務
留学単位認定に関する文書
で，5年保存が必要であるもの

平成30年度留学単位認定関係文書 学務部学務課教務第二係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部学務課教務第二係 廃棄

学務課 教務
留学単位認定に関する文書
で，5年保存が必要であるもの

令和元年度留学単位認定関係文書 学務部学務課教務第二係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部学務課教務第二係 廃棄

学務課 教務
科目等履修生の学籍に関する
もの

平成30年度科目等履修生学籍簿 学務部学務課教務第二係 2018年度 2019年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部学務課教務第二係 廃棄

学務課 教務
科目等履修生の学籍に関する
もの

令和元年度科目等履修生学籍簿 学務部学務課教務第二係 2019年度 2020年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部学務課教務第二係 廃棄

学務課 教務
科目等履修生に関する文書
で，5年保存が必要であるもの

平成30年度科目等履修生単位履修届 学務部学務課教務第二係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部学務課教務第二係 廃棄

学務課 教務
科目等履修生に関する文書
で，5年保存が必要であるもの

令和元年度科目等履修生単位履修届 学務部学務課教務第二係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部学務課教務第二係 廃棄

学務課 教務
科目等履修生に関する文書
で，5年保存が必要であるもの

平成30年度科目等履修生関係書類 学務部学務課教務第二係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部学務課教務第二係 廃棄

学務課 教務
科目等履修生に関する文書
で，5年保存が必要であるもの

令和元年度科目等履修生関係書類 学務部学務課教務第二係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部学務課教務第二係 廃棄

学務課 会計
科目等履修生の債権発生通
知通知及び決裁文書

平成30年度科目等履修生債権発生通知書綴 学務部学務課教務第二係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部学務課教務第二係 廃棄
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部局名 １）大分類 ２）中分類 ３）小分類（法人文書ファイル名） ４）作成・取得者
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等
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12)保存期間満
了時の措置

備考

学務課 会計
科目等履修生の債権発生通
知通知及び決裁文書

令和元年度科目等履修生債権発生通知書綴 学務部学務課教務第二係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部学務課教務第二係 廃棄

学務課 教務
科目等履修生に関する文書
で，5年保存が必要であるもの

平成30年度科目等履修生受講可能科目一覧 学務部学務課教務第二係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部学務課教務第二係 廃棄

学務課 教務
科目等履修生に関する文書
で，5年保存が必要であるもの

令和元年度科目等履修生受講可能科目一覧 学務部学務課教務第二係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部学務課教務第二係 廃棄

学務課 教務
学部授業の時間割編成関係
で，5年保存が必要であるもの

平成30年度時間割編成依頼 学務部学務課教務第二係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部学務課教務第二係 廃棄

学務課 教務
学部授業の時間割編成関係
で，5年保存が必要であるもの

令和元年度時間割編成依頼 学務部学務課教務第二係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部学務課教務第二係 廃棄

学務課 教務
授業依頼の関係で，3年保存
が必要であるもの

令和元年度授業依頼文書綴 学務部学務課教務第二係 2019年度 2020年4月1日 3年 2022年度末 紙 事務室 学務部学務課教務第二係 廃棄

学務課 管理・運営
非常勤講師枠査定会議に関
するもので，5年保存が必要で
あるもの

平成30年度非常勤講師枠関係綴 学務部学務課教務第二係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部学務課教務第二係 廃棄

学務課 管理・運営
非常勤講師枠査定会議に関
するもので，5年保存が必要で
あるもの

令和元年度非常勤講師枠関係綴 学務部学務課教務第二係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部学務課教務第二係 廃棄

学務課 会計
学部生の授業料債権発生及
び消滅に関する決裁文書

平成30年度授業料債権関係文書 学務部学務課教務第二係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部学務課教務第二係 廃棄

学務課 会計
学部生の授業料債権発生及
び消滅に関する決裁文書

令和元年度授業料債権関係文書 学務部学務課教務第二係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部学務課教務第二係 廃棄

学務課 教務 学生の在籍に関するもの 学生記録（平成31年度） 学務部学務課教務企画係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部学務課教務企画係 廃棄

学務課 教務
教職課程認定申請に関するも
ので，無期限保存が必要であ
ると認めるもの

課程認定申請書・変更届（平成31年度） 学務部学務課教務企画係 2019年度 2020年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部学務課教務企画係 廃棄

学務課 教務
授業の履修等に関するもの
で，10年保存が必要であるも
の

スタディガイド2019 学務部学務課教務企画係 2019年度 2020年4月1日 10年 2029年度末 紙 事務室 学務部学務課教務企画係 廃棄

学務課 人事
休暇簿等の給与簿に関するも
の

2019年度休暇簿 学務部学務課総務係 2019年度 2020年4月1日 3年 2022年度末 紙 事務室 学務部学務課総務係 廃棄

学務課 管理・運営 各種統計調査に関するもの 令和元年度学生数一覧 学務部学務課総務係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部学務課総務係 廃棄

学務課 人事 勤務時間記録簿 令和元年度勤務時間記録簿 学務部学務課総務係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部学務課総務係 廃棄

学務課 会計 旅行命令簿 2019年度旅行命令綴 学務部学務課総務係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部学務課総務係 廃棄

学務課 管理・運営 全学教室主任会に関するもの 2019年度全学教室主任会 学務部学務課総務係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部学務課総務係 廃棄

学務課 教務 学生の在籍に関するもの 2019年度研究生（学部・大学院・委託） 学務部学務課総務係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部学務課総務係 廃棄

学務課 会計 予算配分に関する文書 2019年度予算要求関係 学務部学務課総務係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部学務課総務係 廃棄

学務課 教務
学生証等各種証明書発行に
関するもので重要なもの

2019年度研究生証明書綴 学務部学務課総務係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部学務課総務係 廃棄

学務課 人事 期末・勤勉手当に関するもの 2019年度人事関係（昇給・手当） 学務部学務課総務係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部学務課総務係 廃棄

学務課 人事 勤務時間報告書 2019年度勤務日及び勤務時間表 学務部学務課総務係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部学務課総務係 廃棄

学務課 管理・運営
教員養成高度化プロジェクト
実施委員会に関するもの

2019年度教員養成高度化プロジェクト実施委員会 学務部学務課総務係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部学務課総務係 廃棄

学務課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成20年度勤務時間記録簿（非常勤） 学務部学務課総務係 2008年度 2009年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部学務課総務係 廃棄

学務課 教務 学籍に関するもの 令和元年度卒業生 学務部学務課総務係 2019年度 2020年4月1日 無期限
電子:共有サー
バー内

事務室 学務部学務課教務第四係 廃棄

学務課 教務 教育実習の配当に関するもの 令和元年度教育実習配当名簿（附属学校） 学務部学務課教育実習係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部学務課教育実習係 廃棄

学務課 教務 教育実習の配当に関するもの 令和元年度教育実習配当名簿（附属学校以外） 学務部学務課教育実習係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部学務課教育実習係 廃棄

学務課 教務
教育実習の申請・承認に関す
るもの

令和元年度教育実習申請・承認に関する文書（東京都） 学務部学務課教育実習係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部学務課教育実習係 廃棄

学務課 教務
教育実習の申請・承認に関す
るもの

令和元年度教育実習申請・承認に関する文書（東京都以外） 学務部学務課教育実習係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部学務課教育実習係 廃棄

学務課 教務
教育実習の協力謝金に関する
もの

令和元年度教育実習協力謝金に関する文書 学務部学務課教育実習係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部学務課教育実習係 廃棄

学務課 教務
教員養成実地指導講師の予
算要求に関するもの

令和元年度教員養成実地指導講師予算要求に関する文書 学務部学務課教育実習係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部学務課教育実習係 廃棄

学務課 管理・運営
各種委員会の記録に関するも
ので重要なもの

令和元年度教育実習委員会 学務部学務課教育実習係 2019年度 2020年4月1日 10年 2029年度末 紙 事務室 学務部学務課教育実習係 廃棄

学務課 管理・運営
各種委員会の記録に関するも
ので重要なもの

令和元年度教育実習実施部会 学務部学務課教育実習係 2019年度 2020年4月1日 10年 2029年度末 紙 事務室 学務部学務課教育実習係 廃棄

学務課 管理・運営
情報教育授業運営部会に関
するもの

令和2年度情報教育授業運営部会資料 学務部学務課教務第三係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部学務課教務第三係 廃棄

学務課 教務
情報アシスタントに関するもの
であって，5年保存が必要であ
るもの

令和2年度情報アシスタント関係文書 学務部学務課教務第三係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部学務課教務第三係 廃棄

学務課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（情報アシスタント）

令和2年度情報アシスタント出勤簿 学務部学務課教務第三係 2020年度 2021年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部学務課教務第三係 廃棄

学務課 教務
図書館相談窓口運営に関する
ものであって，5年保存が必要
であるもの

令和2年度図書館相談窓口運営関係文書 学務部学務課教務第三係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部学務課教務第三係 廃棄
令和２年度よりファイル名変更
インフォメーションホール運営関係文書

学務課 教務
再入学に関するものであって，
5年保存が必要であるもの

令和2年度再入学関係文書 学務部学務課教務第三係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部学務課教務第三係 廃棄

学務課 教務
「生活科研究」授業に関するも
のであって，5年保存が必要で
あるもの

令和2年度生活科研究関係文書 学務部学務課教務第三係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部学務課教務第三係 廃棄

学務課 管理・運営
諸資格取得指導部会に関する
もの

令和2年度諸資格取得指導部会資料 学務部学務課教務第三係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部学務課教務第三係 廃棄

学務課 教務
諸資格取得指導に関するもの
であって，5年保存が必要であ
るもの

令和2年度諸資格関係文書 学務部学務課教務第三係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部学務課教務第三係 廃棄

学務課 教務
「道徳の指導法」授業に関す
るものであって，5年保存が必
要であるもの

令和2年「道徳の指導法」関係文書 学務部学務課教務第三係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部学務課教務第三係 廃棄

学務課 教務 教育実習の配当に関するもの 令和2年度教育実習配当名簿（附属学校） 学務部学務課教育実習係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部学務課教育実習係 廃棄

学務課 教務 教育実習の配当に関するもの 令和2年度教育実習配当名簿（附属学校以外） 学務部学務課教育実習係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部学務課教育実習係 廃棄

学務課 教務
教育実習の申請・承認に関す
るもの

令和2年度教育実習申請・承認に関する文書（東京都） 学務部学務課教育実習係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部学務課教育実習係 移管 歴史的緊急事態関連

学務課 教務
教育実習の申請・承認に関す
るもの

令和2年度教育実習申請・承認に関する文書（東京都以外） 学務部学務課教育実習係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部学務課教育実習係 移管 歴史的緊急事態関連

学務課 教務
教育実習の協力謝金に関する
もの

令和2年度教育実習協力謝金に関する文書 学務部学務課教育実習係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部学務課教育実習係 廃棄

学務課 教務
教員養成実地指導講師の予
算要求に関するもの

令和2年度教員養成実地指導講師予算要求に関する文書 学務部学務課教育実習係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部学務課教育実習係 廃棄

学務課 管理・運営
各種委員会の記録に関するも
ので重要なもの

令和2年度教育実習委員会 学務部学務課教育実習係 2020年度 2021年4月1日 10年 2030年度末 紙 事務室 学務部学務課教育実習係 移管 歴史的緊急事態関連

学務課 管理・運営
各種委員会の記録に関するも
ので重要なもの

令和2年度教育実習実施部会 学務部学務課教育実習係 2020年度 2021年4月1日 10年 2030年度末 紙 事務室 学務部学務課教育実習係 移管 歴史的緊急事態関連

学務課 教務
卒業生証明書発行の関係で，
3年保存が必要であるもの

令和2年度卒業・修了・成績証明書発行関係文書 学務部学務課教務第四係 2020年度 2021年4月1日 3年 2023年度末 紙 事務室 学務部学務課教務第四係 廃棄

学務課 教務
卒業生証明書発行の関係で，
3年保存が必要であるもの

令和2年度単位取得証明書発行関係文書 学務部学務課教務第四係 2020年度 2021年4月1日 3年 2023年度末 紙 事務室 学務部学務課教務第四係 廃棄

学務課 教務
卒業生証明書発行の関係で，
3年保存が必要であるもの

令和2年度英文証明書発行関係文書 学務部学務課教務第四係 2020年度 2021年4月1日 3年 2023年度末 紙 事務室 学務部学務課教務第四係 廃棄

学務課 教務
教員免許状一括申請の関係
で，5年保存が必要であるもの

令和2年度教員免許状一括申請に関する文書 学務部学務課教務第四係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部学務課教務第四係 廃棄

学務課 教務
介護等体験の関係で，5年保
存が必要であるもの

令和2年度介護等体験（社会福祉施設）に関する文書 学務部学務課教務第四係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部学務課教務第四係 廃棄

学務課 教務
介護等体験の関係で，5年保
存が必要であるもの

令和2年度介護等体験（都立特別支援学校）に関する文書 学務部学務課教務第四係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部学務課教務第四係 廃棄

学務課 教務
介護等体験の関係で，5年保
存が必要であるもの

令和2年度介護等体験（附属特別支援学校）に関する文書 学務部学務課教務第四係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部学務課教務第四係 廃棄

学務課 教務
単位互換の関係で，5年保存
が必要であるもの

令和2年度単位互換（派遣） 学務部学務課教務第四係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部学務課教務第四係 廃棄

学務課 教務
単位互換の関係で，5年保存
が必要であるもの

令和2年度単位互換（受入） 学務部学務課教務第四係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部学務課教務第四係 廃棄

学務課 会計
介護等体験・教員免許状の預
り金の関係で，10年保存が必
要であるもの

令和2年度預り金に関する文書（介護等体験・教員免許状） 学務部学務課教務第四係 2020年度 2021年4月1日 10年 2030年度末 紙 事務室 学務部学務課教務第四係 廃棄
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部局名 １）大分類 ２）中分類 ３）小分類（法人文書ファイル名） ４）作成・取得者
５）作成・取得年度
等

６）起算日 ７）保存期間
８）保存期間
    満了時期

９）媒体の種別 10）保存場所 11）管理担当課・係
12)保存期間満
了時の措置

備考

学務課 教務
介護等体験の関係で，10年保
存が必要であるもの

令和2年度介護等体験代替措置完了証明書（写） 学務部学務課教務第四係 2020年度 2021年4月1日 10年 2030年度末 紙 事務室 学務部学務課教務第四係 廃棄

学務課 管理・運営
教務委員会の記録に関するも
ので重要なもの

令和2年度教務委員会資料 学務部学務課教務第一係 2020年度 2021年4月1日 10年 2030年度末 紙 事務室 学務部学務課教務第一係 廃棄

学務課 人事
休暇簿等の給与簿に関するも
の

令和2年度休暇簿 学務部学務課総務係 2020年度 2021年4月1日 3年 2023年度末 紙 事務室 学務部学務課総務係 廃棄

学務課 管理・運営 各種統計調査に関するもの 令和2年度学生数一覧 学務部学務課総務係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部学務課総務係 廃棄

学務課 人事 勤務時間記録簿 令和2年度勤務時間記録簿 学務部学務課総務係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部学務課総務係 廃棄

学務課 会計 旅行命令簿 令和2年度旅行命令綴 学務部学務課総務係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部学務課総務係 廃棄

学務課 管理・運営 全学教室主任会に関するもの 令和2年度全学教室主任会 学務部学務課総務係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部学務課総務係 廃棄

学務課 教務 学生の在籍に関するもの 令和2年度研究生（学部・大学院・委託） 学務部学務課総務係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部学務課総務係 廃棄

学務課 会計 予算配分に関する文書 令和2年度予算要求関係 学務部学務課総務係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部学務課総務係 廃棄

学務課 教務
学生証等各種証明書発行に
関するもので重要なもの

令和2年度研究生証明書綴 学務部学務課総務係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部学務課総務係 廃棄

学務課 人事 期末・勤勉手当に関するもの 令和2年度人事関係（昇給・手当） 学務部学務課総務係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部学務課総務係 廃棄

学務課 人事 勤務時間報告書 令和2年度勤務日及び勤務時間表 学務部学務課総務係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部学務課総務係 廃棄

学務課 管理・運営
教員養成高度化プロジェクト
実施委員会に関するもの

令和2年度教員養成高度化プロジェクト実施委員会 学務部学務課総務係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部学務課総務係 廃棄

学務課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成19年度勤務時間記録簿（非常勤） 学務部学務課総務係 2007年度 2008年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部学務課総務係 廃棄

学務課 教務 学籍に関するもの 令和2年度卒業生 学務部学務課総務係 2020年度 2021年4月1日 無期限
電子:共有サー
バー内

事務室 学務部学務課教務第四係 廃棄

学務課 教務 学生の在籍に関するもの 学生記録（令和２年度） 学務部学務課教務企画係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部学務課教務企画係 廃棄

学務課 教務
教職課程認定申請に関するも
ので，無期限保存が必要であ
ると認めるもの

課程認定申請書・変更届（令和２年度） 学務部学務課教務企画係 2020年度 2021年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部学務課教務企画係 廃棄

学務課 教務
授業の履修等に関するもの
で，10年保存が必要であるも
の

スタディガイド2020 学務部学務課教務企画係 2020年度 2021年4月1日 10年 2030年度末 紙 事務室 学務部学務課教務企画係 廃棄

学務課 管理・運営
教員養成カリキュラム改革推
進本部の記録に関するもので
重要なもの

令和２年度教員養成カリキュラム改革推進本部 学務部学務課教務企画係 2020年度 2021年4月1日 10年 2030年度末 紙 事務室 学務部学務課教務企画係 廃棄

学務課 管理・運営
教員養成カリキュラム改革推
進本部の記録に関するもので
重要なもの

平成24年度教員養成カリキュラム改革推進本部
学務部教育企画課免許状更新講習・
教育企画係

2012年度 2013年4月1日 10年 2022年度末 紙 事務室 学務部学務課教務企画係 廃棄

学務課 管理・運営
教員養成カリキュラム改革推
進本部の記録に関するもので
重要なもの

平成25年度教員養成カリキュラム改革推進本部
学務部教育企画課免許状更新講習・
教育企画係

2013年度 2014年4月1日 10年 2023年度末 紙 事務室 学務部学務課教務企画係 廃棄

学務課 管理・運営
教員養成カリキュラム改革推
進本部の記録に関するもので
重要なもの

平成26年度教員養成カリキュラム改革推進本部
学務部教育企画課免許状更新講習・
教育企画係

2014年度 2015年4月1日 10年 2024年度末 紙 事務室 学務部学務課教務企画係 廃棄

学務課 管理・運営
教員養成カリキュラム改革推
進本部の記録に関するもので
重要なもの

平成27年度教員養成カリキュラム改革推進本部
学務部教育企画課免許状更新講習・
教育企画係

2015年度 2016年4月1日 10年 2025年度末 紙 事務室 学務部学務課教務企画係 廃棄

学務課 管理・運営
教員養成カリキュラム改革推
進本部の記録に関するもので
重要なもの

平成28年度教員養成カリキュラム改革推進本部
学務部教育企画課免許状更新講習・
教育企画係

2016年度 2017年4月1日 10年 2026年度末 紙 事務室 学務部学務課教務企画係 廃棄

学務課 管理・運営
教員養成カリキュラム改革推
進本部の記録に関するもので
重要なもの

平成29年度教員養成カリキュラム改革推進本部
学務部教育企画課免許状更新講習・
教育企画係

2017年度 2018年4月1日 10年 2027年度末 紙 事務室 学務部学務課教務企画係 廃棄

学務課 管理・運営
教員養成カリキュラム改革推
進本部の記録に関するもので
重要なもの

平成30年度教員養成カリキュラム改革推進本部
学務部教育企画課免許状更新講習・
教育企画係

2018年度 2019年4月1日 10年 2028年度末 紙 事務室 学務部学務課教務企画係 廃棄

学務課 管理・運営
教員養成カリキュラム改革推
進本部の記録に関するもので
重要なもの

令和元年度教員養成カリキュラム改革推進本部
学務部教育企画課免許状更新講習・
教育企画係

2019年度 2020年4月1日 10年 2029年度末 紙 事務室 学務部学務課教務企画係 廃棄

学務課 教務
卒業証書発行台帳及び修了
証書発行台帳に関するもの

令和２年度卒業生台帳 学務部学務課教務第二係 2020年度 2021年4月1日 無期限 紙 保管庫 学務部学務課教務第二係 廃棄

学務課 教務
科目等履修生の学籍に関する
もの

令和２年度科目等履修生学籍簿 学務部学務課教務第二係 2020年度 2021年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部学務課教務第二係 廃棄

学務課 会計
学部生の授業料債権発生及
び消滅に関する決裁文書

令和２年度授業料債権関係文書 学務部学務課教務第二係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部学務課教務第二係 廃棄

学務課 教務
学生の休学及び復学に関する
文書

令和２年度休学・復学関係文書 学務部学務課教務第二係 2020年度 2021年4月1日 10年 2030年度末 紙 事務室 学務部学務課教務第二係 廃棄

学務課 教務
学生の退学及び除籍に関する
文書

令和２年度退学・除籍関係文書 学務部学務課教務第二係 2020年度 2021年4月1日 10年 2030年度末 紙 事務室 学務部学務課教務第二係 廃棄

学務課 教務
転類関係で，5年保存が必要
であるもの

令和２年度転類関係文書 学務部学務課教務第二係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部学務課教務第二係 廃棄

学務課 教務
語学単位認定に関する文書
で，5年保存が必要であるもの

令和２年度語学単位認定関係文書 学務部学務課教務第二係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部学務課教務第二係 廃棄

学務課 教務
既修得単位認定に関する文書
で，5年保存が必要であるもの

令和２年度既修得単位認定関係文書 学務部学務課教務第二係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部学務課教務第二係 廃棄

学務課 教務
留学単位認定に関する文書
で，5年保存が必要であるもの

令和２年度留学単位認定関係文書 学務部学務課教務第二係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部学務課教務第二係 廃棄

学務課 教務
科目等履修生に関する文書
で，5年保存が必要であるもの

令和２年度科目等履修生単位履修届 学務部学務課教務第二係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部学務課教務第二係 廃棄

学務課 教務
科目等履修生に関する文書
で，5年保存が必要であるもの

令和２年度科目等履修生関係書類 学務部学務課教務第二係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部学務課教務第二係 廃棄

学務課 会計
科目等履修生の債権発生通
知通知及び決裁文書

令和２年度科目等履修生債権発生通知書綴 学務部学務課教務第二係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部学務課教務第二係 廃棄

学務課 教務
科目等履修生に関する文書
で，5年保存が必要であるもの

令和２年度科目等履修生受講可能科目一覧 学務部学務課教務第二係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部学務課教務第二係 廃棄

学務課 教務
学部授業の時間割編成関係
で，5年保存が必要であるもの

令和２年度時間割編成依頼 学務部学務課教務第二係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部学務課教務第二係 廃棄

学務課 管理・運営
非常勤講師枠査定会議に関
するもので，5年保存が必要で
あるもの

令和２年度非常勤講師枠関係綴 学務部学務課教務第二係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部学務課教務第二係 廃棄

学務課 教務
授業依頼の関係で，3年保存
が必要であるもの

令和２年度授業依頼文書綴 学務部学務課教務第二係 2020年度 2021年4月1日 3年 2023年度末 紙 事務室 学務部学務課教務第二係 廃棄

学務課 教務
他大学受験の関係で，3年保
存が必要であるもの

令和２年度他大学受験届 学務部学務課教務第二係 2020年度 2021年4月1日 3年 2023年度末 紙 事務室 学務部学務課教務第二係 廃棄

学務課 会計 物品購入依頼書 平成29年度購入依頼書 学務部学務課総務係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部学務課総務係 廃棄

学務課 会計 物品購入依頼書 平成30年度購入依頼書 学務部学務課総務係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部学務課総務係 廃棄

学務課 会計 物品購入依頼書 2019年度購入依頼書 学務部学務課総務係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部学務課総務係 廃棄

学務課 会計 物品購入依頼書 令和2年度購入依頼書 学務部学務課総務係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部学務課総務係 廃棄

学務課 会計 資産台帳 資産台帳 学務部学務課総務係 2008年度 2009年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部学務課総務係 廃棄

学務課 会計 資産台帳 資産台帳 学務部学務課総務係 2009年度 2010年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部学務課総務係 廃棄

学務課 会計 資産台帳 資産台帳 学務部学務課総務係 2010年度 2011年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部学務課総務係 廃棄

学務課 会計 資産台帳 資産台帳 学務部学務課総務係 2011年度 2012年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部学務課総務係 廃棄

学務課 会計 資産台帳 資産台帳 学務部学務課総務係 2012年度 2013年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部学務課総務係 廃棄

学務課 会計 資産台帳 資産台帳 学務部学務課総務係 2013年度 2014年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部学務課総務係 廃棄

学務課 会計 資産台帳 資産台帳 学務部学務課総務係 2014年度 2015年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部学務課総務係 廃棄

学務課 会計 資産台帳 資産台帳 学務部学務課総務係 2015年度 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部学務課総務係 廃棄

学務課 会計 資産台帳 資産台帳 学務部学務課総務係 2016年度 2017年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部学務課総務係 廃棄

学務課 会計 資産台帳 資産台帳 学務部学務課総務係 2017年度 2018年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部学務課総務係 廃棄

学務課 会計 資産台帳 資産台帳 学務部学務課総務係 2018年度 2019年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部学務課総務係 廃棄

学務課 会計 資産台帳 資産台帳 学務部学務課総務係 2019年度 2020年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部学務課総務係 廃棄

学務課 会計 資産台帳 資産台帳 学務部学務課総務係 2020年度 2021年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部学務課総務係 廃棄
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部局名 １）大分類 ２）中分類 ３）小分類（法人文書ファイル名） ４）作成・取得者
５）作成・取得年度
等

６）起算日 ７）保存期間
８）保存期間
    満了時期

９）媒体の種別 10）保存場所 11）管理担当課・係
12)保存期間満
了時の措置

備考

学務課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（教職実践演習　ティーチング
アシスタント）

平成25年度出勤簿（教職実践演習　ティーチングアシスタント） 学務部学務課教務第一係 2013年度 2014年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部学務課教務第一係 廃棄

学務課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（教職実践演習　ティーチング
アシスタント）

平成26年度出勤簿（教職実践演習　ティーチングアシスタント） 学務部学務課教務第一係 2014年度 2015年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部学務課教務第一係 廃棄

学務課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（教職実践演習　ティーチング
アシスタント）

平成27年度出勤簿（教職実践演習　ティーチングアシスタント） 学務部学務課教務第一係 2015年度 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部学務課教務第一係 廃棄

学務課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（教職実践演習　ティーチング
アシスタント）

平成28年度出勤簿（教職実践演習　ティーチングアシスタント） 学務部学務課教務第一係 2016年度 2017年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部学務課教務第一係 廃棄

学務課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（教職実践演習　ティーチング
アシスタント）

平成29年度出勤簿（教職実践演習　ティーチングアシスタント） 学務部学務課教務第一係 2017年度 2018年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部学務課教務第一係 廃棄

学務課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（教職実践演習　ティーチング
アシスタント）

平成30年度出勤簿（教職実践演習　ティーチングアシスタント） 学務部学務課教務第一係 2018年度 2019年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部学務課教務第一係 廃棄

学務課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（教職実践演習　ティーチング
アシスタント）

令和元年度出勤簿（教職実践演習　ティーチングアシスタント） 学務部学務課教務第一係 2019.年度 2020年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部学務課教務第一係 廃棄

学務課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（教職実践演習　ティーチング
アシスタント）

令和2年度出勤簿（教職実践演習　ティーチングアシスタント） 学務部学務課教務第一係 2020.年度 2021年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部学務課教務第一係 廃棄

学務課 会計 予算配分に関する文書 平成29年度予算配分通知 学務部学務課総務係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部学務課総務係 廃棄

学務課 会計 予算配分に関する文書 平成30年度予算配分通知 学務部学務課総務係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部学務課総務係 廃棄

学務課 会計 予算配分に関する文書 2019年度予算配分通知 学務部学務課総務係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部学務課総務係 廃棄

学務課 会計 予算配分に関する文書 令和2年度予算配分通知 学務部学務課総務係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部学務課総務係 廃棄

学務課 教務 教育実習の配当に関するもの 令和3年度教育実習配当名簿（附属学校） 学務部学務課教育実習係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 学務部学務課教育実習係 廃棄

学務課 教務 教育実習の配当に関するもの 令和3年度教育実習配当名簿（附属学校以外） 学務部学務課教育実習係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 学務部学務課教育実習係 廃棄

学務課 教務
教育実習の申請・承認に関す
るもの

令和3年度教育実習申請・承認関係（東京都） 学務部学務課教育実習係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 学務部学務課教育実習係 移管 歴史的緊急事態関連

学務課 教務
教育実習の申請・承認に関す
るもの

令和3年度教育実習申請・承認関係（東京都以外） 学務部学務課教育実習係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 学務部学務課教育実習係 移管 歴史的緊急事態関連

学務課 教務
教育実習の協力謝金に関する
もの

令和3年度教育実習謝金 学務部学務課教育実習係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 学務部学務課教育実習係 廃棄

学務課 教務
教員養成実地指導講師の予
算要求に関するもの

令和3年度教員養成実地指導講師採用計画書 学務部学務課教育実習係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 学務部学務課教育実習係 廃棄

学務課 管理・運営
各種委員会の記録に関するも
ので重要なもの

令和3年度教育実習委員会資料 学務部学務課教育実習係 2021年度 2022年4月1日 10年 2031年度末 紙 事務室 学務部学務課教育実習係 移管 歴史的緊急事態関連

学務課 管理・運営
各種委員会の記録に関するも
ので重要なもの

令和3年度教育実習実施部会資料 学務部学務課教育実習係 2021年度 2022年4月1日 10年 2031年度末 紙 事務室 学務部学務課教育実習係 移管 歴史的緊急事態関連

学務課 管理・運営
教務委員会の記録に関するも
ので重要なもの

令和3年度教務委員会資料 学務部学務課教務第一係 2021年度 2022年4月1日 10年 2031年度末 紙 事務室 学務部学務課教務第一係 廃棄

学務課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（教職実践演習　ティーチング
アシスタント）

令和3年度出勤簿（教職実践演習　ティーチングアシスタント） 学務部学務課教務第一係 2021年度 2022年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部学務課教務第一係 廃棄

学務課 教務
卒業証書発行台帳及び修了
証書発行台帳に関するもの

令和３年度卒業生台帳 学務部学務課教務第二係 2021年度 2022年4月1日 無期限 紙 保管庫 学務部学務課教務第二係 廃棄

学務課 教務
科目等履修生の学籍に関する
もの

令和３年度科目等履修生学籍簿 学務部学務課教務第二係 2021年度 2022年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部学務課教務第二係 廃棄

学務課 会計
学部生の授業料債権発生及
び消滅に関する決裁文書

令和３年度授業料債権関係文書 学務部学務課教務第二係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 学務部学務課教務第二係 廃棄

学務課 教務
学生の休学及び復学に関する
文書

令和３年度休学・復学関係文書 学務部学務課教務第二係 2021年度 2022年4月1日 10年 2031年度末 紙 事務室 学務部学務課教務第二係 廃棄

学務課 教務
学生の退学及び除籍に関する
文書

令和３年度退学・除籍関係文書 学務部学務課教務第二係 2021年度 2022年4月1日 10年 2031年度末 紙 事務室 学務部学務課教務第二係 廃棄

学務課 教務
転類関係で，5年保存が必要
であるもの

令和３年度転類関係文書 学務部学務課教務第二係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 学務部学務課教務第二係 廃棄

学務課 教務
語学単位認定に関する文書
で，5年保存が必要であるもの

令和３年度語学単位認定関係文書 学務部学務課教務第二係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 学務部学務課教務第二係 廃棄

学務課 教務
既修得単位認定に関する文書
で，5年保存が必要であるもの

令和３年度既修得単位認定関係文書 学務部学務課教務第二係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 学務部学務課教務第二係 廃棄

学務課 教務
留学単位認定に関する文書
で，5年保存が必要であるもの

令和３年度留学単位認定関係文書 学務部学務課教務第二係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 学務部学務課教務第二係 廃棄

学務課 教務
科目等履修生に関する文書
で，5年保存が必要であるもの

令和３年度科目等履修生関係書類 学務部学務課教務第二係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 学務部学務課教務第二係 廃棄

学務課 教務
学部授業の時間割編成関係
で，5年保存が必要であるもの

令和３年度時間割編成依頼 学務部学務課教務第二係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 学務部学務課教務第二係 廃棄

学務課 管理・運営
非常勤講師枠査定会議に関
するもので，5年保存が必要で
あるもの

令和３年度非常勤講師枠関係綴 学務部学務課教務第二係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 学務部学務課教務第二係 廃棄

学務課 教務
授業依頼の関係で，3年保存
が必要であるもの

令和３年度授業依頼文書綴 学務部学務課教務第二係 2021年度 2022年4月1日 3年 2024年度末 紙 事務室 学務部学務課教務第二係 廃棄

学務課 教務
他大学受験の関係で，3年保
存が必要であるもの

令和３年度他大学受験届 学務部学務課教務第二係 2021年度 2022年4月1日 3年 2024年度末 紙 事務室 学務部学務課教務第二係 廃棄

学務課 管理・運営
情報教育授業運営部会に関
するもの

令和3年度情報教育授業運営部会資料 学務部学務課教務第三係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 学務部学務課教務第三係 廃棄

学務課 教務
情報アシスタントに関するもの
であって，5年保存が必要であ
るもの

令和3年度情報アシスタント関係文書 学務部学務課教務第三係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 学務部学務課教務第三係 廃棄

学務課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（情報アシスタント）

令和3年度情報アシスタント出勤簿 学務部学務課教務第三係 2021年度 2022年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部学務課教務第三係 廃棄

学務課 教務
図書館相談窓口運営に関する
ものであって，5年保存が必要
であるもの

令和3年度図書館相談窓口運営関係文書 学務部学務課教務第三係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 学務部学務課教務第三係 廃棄

学務課 教務
再入学に関するものであって，
5年保存が必要であるもの

令和3年度再入学関係文書 学務部学務課教務第三係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 学務部学務課教務第三係 廃棄

学務課 教務
「生活科研究」授業に関するも
のであって，5年保存が必要で
あるもの

令和3年度生活科研究関係文書 学務部学務課教務第三係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 学務部学務課教務第三係 廃棄

学務課 管理・運営
諸資格取得指導部会に関する
もの

令和3年度諸資格取得指導部会資料 学務部学務課教務第三係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 学務部学務課教務第三係 廃棄

学務課 教務
諸資格取得指導に関するもの
であって，5年保存が必要であ
るもの

令和3年度諸資格関係文書 学務部学務課教務第三係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 学務部学務課教務第三係 廃棄

学務課 教務
「道徳の指導法」授業に関す
るものであって，5年保存が必
要であるもの

令和3年「道徳の指導法」関係文書 学務部学務課教務第三係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 学務部学務課教務第三係 廃棄

学務課 教務 学生の在籍に関するもの 学生記録（令和３年度） 学務部学務課教務企画係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 学務部学務課教務企画係 廃棄

学務課 教務
教職課程認定申請に関するも
ので，無期限保存が必要であ
ると認めるもの

課程認定申請書・変更届（令和３年度） 学務部学務課教務企画係 2021年度 2022年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部学務課教務企画係 廃棄

学務課 教務
授業の履修等に関するもの
で，10年保存が必要であるも
の

スタディガイド2021 学務部学務課教務企画係 2021年度 2022年4月1日 10年 2031年度末 紙 事務室 学務部学務課教務企画係 廃棄

学務課 管理・運営
教員養成カリキュラム改革推
進本部の記録に関するもので
重要なもの

令和３年度教員養成カリキュラム改革推進本部 学務部学務課教務企画係 2021年度 2022年4月1日 10年 2031年度末 紙 事務室 学務部学務課教務企画係 廃棄

学務課 教務
卒業生証明書発行の関係で，
3年保存が必要であるもの

令和3年度卒業・修了・成績証明書発行関係文書 学務部学務課教務第四係 2021年度 2022年4月1日 3年 2024年度末 紙 事務室 学務部学務課教務第四係 廃棄

学務課 教務
卒業生証明書発行の関係で，
3年保存が必要であるもの

令和3年度単位取得証明書発行関係文書 学務部学務課教務第四係 2021年度 2022年4月1日 3年 2024年度末 紙 事務室 学務部学務課教務第四係 廃棄

学務課 教務
卒業生証明書発行の関係で，
3年保存が必要であるもの

令和3年度英文証明書発行関係文書 学務部学務課教務第四係 2021年度 2022年4月1日 3年 2024年度末 紙 事務室 学務部学務課教務第四係 廃棄

学務課 教務
教員免許状一括申請の関係
で，5年保存が必要であるもの

令和3年度教員免許状一括申請に関する文書 学務部学務課教務第四係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 学務部学務課教務第四係 廃棄

学務課 教務
介護等体験の関係で，5年保
存が必要であるもの

令和3年度介護等体験に関する文書 学務部学務課教務第四係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 学務部学務課教務第四係 廃棄

学務課 教務
単位互換の関係で，5年保存
が必要であるもの

令和3年度単位互換（派遣） 学務部学務課教務第四係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 学務部学務課教務第四係 廃棄

学務課 教務
単位互換の関係で，5年保存
が必要であるもの

令和3年度単位互換（受入） 学務部学務課教務第四係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 学務部学務課教務第四係 廃棄

学務課 会計
介護等体験・教員免許状の預
り金の関係で，10年保存が必
要であるもの

令和3年度預り金に関する文書（介護等体験・教員免許状） 学務部学務課教務第四係 2021年度 2022年4月1日 10年 2031年度末 紙 事務室 学務部学務課教務第四係 廃棄

学務課 教務
介護等体験の関係で，10年保
存が必要であるもの

令和3年度介護等体験代替措置完了証明書（写） 学務部学務課教務第四係 2021年度 2022年4月1日 10年 2031年度末 紙 事務室 学務部学務課教務第四係 廃棄

学務課 管理・運営 全学教室主任会に関するもの 令和3年度全学教室主任会 学務部学務課総務係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 学務部学務課総務係 廃棄

学務課 人事
休暇簿等の給与簿に関するも
の

令和3年度休暇簿 学務部学務課総務係 2021年度 2022年4月1日 3年 2024年度末 紙 事務室 学務部学務課総務係 廃棄

学務課 人事 勤務時間記録簿 令和3年度勤務時間記録簿 学務部学務課総務係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 学務部学務課総務係 廃棄
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部局名 １）大分類 ２）中分類 ３）小分類（法人文書ファイル名） ４）作成・取得者
５）作成・取得年度
等

６）起算日 ７）保存期間
８）保存期間
    満了時期

９）媒体の種別 10）保存場所 11）管理担当課・係
12)保存期間満
了時の措置

備考

学務課 会計 資産台帳 資産台帳 学務部学務課総務係 2021年度 2022年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部学務課総務係 廃棄

学務課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

2019年度勤務時間記録簿（非常勤） 学務部学務課総務係 2019年度 2020年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部学務課総務係 廃棄

学務課 会計 物品購入依頼書 令和3年度購入依頼書 学務部学務課総務係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 学務部学務課総務係 廃棄

学務課 会計 予算配分に関する文書 令和3年度予算配分通知 学務部学務課総務係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 学務部学務課総務係 廃棄

学務課 人事 期末・勤勉手当に関するもの 令和3年度人事関係（昇給・手当） 学務部学務課総務係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 学務部学務課総務係 廃棄

学務課 会計 予算配分に関する文書 令和3年度予算要求関係 学務部学務課総務係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 学務部学務課総務係 廃棄

学務課 管理・運営 各種統計調査に関するもの 令和3年度学生数一覧 学務部学務課総務係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 学務部学務課総務係 廃棄

学務課 教務 学生の生活支援に関するもの 令和2年度障害学生支援に関する文書 学務部学務課 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部学務課総務係 廃棄

学務課 教務 学生の生活支援に関するもの 令和3年度障害学生支援に関する文書 学務部学務課 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 学務部学務課総務係 廃棄

学務課 人事 勤務時間報告書 令和3年度勤務日及び勤務時間表 学務部学務課総務係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 学務部学務課総務係 廃棄

学務課 教務
学生証等各種証明書発行に
関するもので重要なもの

令和3年度研究生証明書綴 学務部学務課総務係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 学務部学務課総務係 廃棄

学務課 管理・運営
教員養成高度化プロジェクト
実施委員会に関するもの

令和3年度教員養成高度化プロジェクト実施委員会 学務部学務課総務係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 学務部学務課総務係 廃棄

学務課 管理・運営 学内通知文書 令和3年度学務部関係文書綴 学務部学務課総務係 2021年度 2022年4月1日 1年 2022年度末 紙 事務室 学務部学務課総務係 廃棄

学務課 管理・運営 学内通知文書 令和3年度人事課関係文書綴 学務部学務課総務係 2021年度 2022年4月1日 1年 2022年度末 紙 事務室 学務部学務課総務係 廃棄

学務課 管理・運営 学内通知文書 令和3年度財務研究推進部・監査室関係文書綴 学務部学務課総務係 2021年度 2022年4月1日 1年 2022年度末 紙 事務室 学務部学務課総務係 廃棄

学務課 管理・運営 学内通知文書 令和3年度総務課広報室関係文書綴 学務部学務課総務係 2021年度 2022年4月1日 1年 2022年度末 紙 事務室 学務部学務課総務係 廃棄

学務課 管理・運営 学内通知文書 令和3年度総務課（広報室除く）その他総務部関係文書綴 学務部学務課総務係 2021年度 2022年4月1日 1年 2022年度末 紙 事務室 学務部学務課総務係 廃棄

学務課 管理・運営 各種統計調査に関するもの 令和3年度学校基本調査 学務部学務課総務係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 学務部学務課総務係 廃棄

学務課 会計 旅費の請求に係る添付書類 令和3年度用務外出 学務部学務課総務係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 学務部学務課総務係 廃棄

学務課 会計
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

謝金 学務部学務課総務係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 学務部学務課総務係 廃棄

学務課 管理・運営 各種統計調査に関するもの 調査・照会文書 学務部学務課総務係 2021年度 2022年4月1日 3年 2024年度末 紙 事務室 学務部学務課総務係 廃棄

学務課 教務 学生の在籍に関するもの 令和3年度研究生（学部一般・委託・延長） 学務部学務課総務係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 学務部学務課総務係 廃棄

大学院課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成10年度出勤簿 学務部大学院室連合大学院係 1998年度 1999年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部大学院課博士課程係 廃棄

大学院課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成10年度出勤簿 学務部大学院室連合大学院係 1998年度 1999年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部大学院課博士課程係 廃棄

大学院課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成11年度出勤簿 学務部大学院室連合大学院係 1999年度 2000年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部大学院課博士課程係 廃棄

大学院課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成11年度出勤簿 学務部大学院室連合大学院係 1999年度 2000年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部大学院課博士課程係 廃棄

大学院課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成11年度非常勤出勤簿 学務部大学院室大学院教務係 1999年度 2000年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部大学院課修士課程係 廃棄

大学院課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成12年度出勤簿 学務部大学院室連合大学院係 2000年度 2001年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部大学院課博士課程係 廃棄

大学院課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成12年度出勤簿 学務部大学院室連合大学院係 2000年度 2001年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部大学院課博士課程係 廃棄

大学院課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成12年度非常勤出勤簿 学務部大学院室大学院教務係 2000年度 2001年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部大学院課修士課程係 廃棄

大学院課 管理・運営 議事要録 議事要録（印刷物）（拡大研究科委員会） 学務部大学院室連合大学院係 2001年度 2002年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部大学院課博士課程係 廃棄

大学院課 管理・運営 議事要録 議事要録（印刷物）（研究科委員会） 学務部大学院室連合大学院係 2001年度 2002年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部大学院課博士課程係 廃棄

大学院課 管理・運営 議事要録 議事要録（印刷物）（博士研究科運営委員会（学芸大学）） 学務部大学院室連合大学院係 2001年度 2002年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部大学院課博士課程係 廃棄

大学院課 教務 学位授与に関するもの 学位簿（乙） 学務部大学院室連合大学院係 2001年度 2002年4月1日 無期限 電子データ 事務室 学務部大学院課博士課程係 廃棄

大学院課 教務 学位授与に関するもの 学位簿（甲） 学務部大学院室連合大学院係 2001年度 2002年4月1日 無期限 電子データ 事務室 学務部大学院課博士課程係 廃棄

大学院課 教務 学位授与に関するもの
学位授与に係る論文の内容の要旨，論文審査の結果の要旨及び
最終試験結果の要旨

学務部大学院室連合大学院係 2001年度 2002年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部大学院課博士課程係 廃棄

大学院課 教務 学位授与に関するもの 学位論文 学務部大学院室連合大学院係 2001年度 2002年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部大学院課博士課程係 廃棄

大学院課 教務 学位授与に関するもの 学位論文審査委員会候補者名簿 学務部大学院室連合大学院係 2001年度 2002年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部大学院課博士課程係 廃棄

大学院課 教務 学位授与に関するもの 学位論文審査申請書 学務部大学院室連合大学院係 2001年度 2002年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部大学院課博士課程係 廃棄

大学院課 教務 学籍に関するもの 学籍簿 学務部大学院室連合大学院係 2001年度 2002年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部大学院課博士課程係 廃棄

大学院課 教務 研究指導計画書 研究指導計画書 学務部大学院室連合大学院係 2001年度 2002年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部大学院課博士課程係 廃棄

大学院課 教務 研究実施計画書 研究実施計画書 学務部大学院室連合大学院係 2001年度 2002年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部大学院課博士課程係 廃棄

大学院課 教務 学籍に関するもの 修了生名簿，退学者名簿，除籍者名簿 学務部大学院室連合大学院係 2001年度 2002年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部大学院課博士課程係 廃棄

大学院課 教務
退学，休学，復学に関するも
の

退学届，休学届，復学届 学務部大学院室連合大学院係 2001年度 2002年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部大学院課博士課程係 廃棄

大学院課 教務 履修届 履修届 学務部大学院室連合大学院係 2001年度 2002年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部大学院課博士課程係 廃棄

大学院課 人事 人事（採用） 開設申請書 学務部大学院室連合大学院係 2001年度 2002年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部大学院課博士課程係 廃棄

大学院課 人事 人事（採用） 選考委員会資料 学務部大学院室連合大学院係 2001年度 2002年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部大学院課博士課程係 廃棄

大学院課 管理・運営 協定書・覚書 協定書・覚書 学務部学務課大学院室教職大学院係 2007年度 2008年4月1日 30年 2037年度末 紙 事務室 学務部大学院課教職大学院係 廃棄

大学院課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成19年度非常勤出勤簿 学務課（大学院室） 2007年度 2008年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部大学院課修士課程係 廃棄

大学院課 管理・運営 課程認定申請書・変更届 課程認定申請書・変更届 学務部学務課大学院室教職大学院係 2007年度 2008年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部大学院課教職大学院係 廃棄

大学院課 教務 学籍に関するもの 修了生名簿，退学者名簿，除籍者名簿 学務課（大学院室） 2007年度 2008年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部大学院課修士課程係 廃棄 随時更新

大学院課 教務 学位論文に関するもの 学位論文題目申告書及び一覧 学務課（大学院室） 2007年度 2008年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部大学院課修士課程係 廃棄 随時更新

大学院課 教務 学位授与に関するもの 学位論文審査申請書 学務課（大学院室） 2007年度 2008年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部大学院課修士課程係 廃棄 随時更新

大学院課 教務 学位授与に関するもの 学位論文審査委員会候補者名簿 学務課（大学院室） 2007年度 2008年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部大学院課修士課程係 廃棄 随時更新

大学院課 教務 学位論文に関するもの 学位論文審査及び最終試験結果報告書 学務課（大学院室） 2007年度 2008年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部大学院課修士課程係 廃棄 随時更新

大学院課 管理・運営 会議資料 平成19年度大学院教育学研究科委員会 学務課（大学院室） 2007年度 2008年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部大学院課修士課程係 廃棄

大学院課 教務 学位授与に関するもの 平成19年度学位記発行台帳 学務課（大学院室） 2007年度 2008年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部大学院課修士課程係 廃棄

大学院課 教務 学籍に関するもの 修了生名簿，退学者名簿，除籍者名簿 学務部学務課博士課程係 2007年度 2008年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部大学院課博士課程係 廃棄

大学院課 管理・運営 協定書・覚書 協定書・覚書 学務部学務課大学院室教職大学院係 2008年度 2009年4月1日 30年 2038年度末 紙 事務室 学務部大学院課教職大学院係 廃棄

大学院課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

非常勤出勤簿 学務課（大学院室） 2008年度 2009年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部大学院課修士課程係 廃棄 随時更新

大学院課 管理・運営 課程認定申請書・変更届 課程認定申請書・変更届 学務部学務課大学院室教職大学院係 2008年度 2009年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部大学院課教職大学院係 廃棄
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大学院課 管理・運営 会議資料 平成20年度大学院教育学研究科委員会 学務課（大学院室） 2008年度 2009年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部大学院課修士課程係 廃棄

大学院課 教務 学位授与に関するもの 平成20年度学位記発行台帳 学務課（大学院室） 2008年度 2009年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部大学院課修士課程係 廃棄

大学院課 教務 学籍に関するもの 修了生名簿，退学者名簿，除籍者名簿 学務部学務課大学院室教職大学院係 2008年度 2009年4月1日 無期限
電子:共有サー
バー内

事務室 学務部大学院課教職大学院係 廃棄

大学院課 教務
退学，休学，復学に関するも
の

退学届，休学届，復学届 学務部学務課大学院室教職大学院係 2008年度 2009年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部大学院課教職大学院係 廃棄

大学院課 会計 資産台帳 資産台帳 学務部学務課大学院室教職大学院係 2008年度 2009年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部大学院課教職大学院係 廃棄

大学院課 教務 学籍に関するもの 修了生名簿，退学者名簿，除籍者名簿 学務部学務課博士課程係 2008年度 2009年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部大学院課博士課程係 廃棄

大学院課 管理・運営 協定書・覚書 協定書・覚書 学務部学務課大学院室教職大学院係 2009年度 2010年4月1日 30年 2039年度末 紙 事務室 学務部大学院課教職大学院係 廃棄

大学院課 管理・運営 課程認定申請書・変更届 課程認定申請書・変更届 学務部学務課大学院室教職大学院係 2009年度 2010年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部大学院課教職大学院係 廃棄

大学院課 管理・運営 会議資料 平成21年度大学院教育学研究科委員会 学務課（大学院室） 2009年度 2010年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部大学院課修士課程係 廃棄

大学院課 教務 学位授与に関するもの 平成21年度学位記発行台帳 学務課（大学院室） 2009年度 2010年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部大学院課修士課程係 廃棄

大学院課 教務 学籍に関するもの 修了生名簿，退学者名簿，除籍者名簿 学務部学務課大学院室教職大学院係 2009年度 2010年4月1日 無期限
電子:共有サー
バー内

事務室 学務部大学院課教職大学院係 廃棄

大学院課 教務
退学，休学，復学に関するも
の

退学届，休学届，復学届 学務部学務課大学院室教職大学院係 2009年度 2010年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部大学院課教職大学院係 廃棄

大学院課 会計 資産台帳 資産台帳 学務部学務課大学院室教職大学院係 2009年度 2010年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部大学院課教職大学院係 廃棄

大学院課 人事 人事（採用） 開設申請書(専任教員） 学務部学務課大学院室教職大学院係 2009年度 2010年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部大学院課教職大学院係 廃棄

大学院課 教務 学籍に関するもの 修了生名簿，退学者名簿，除籍者名簿 学務部学務課博士課程係 2009年度 2010年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部大学院課博士課程係 廃棄

大学院課 管理・運営 協定書・覚書 協定書・覚書 学務部学務課大学院室教職大学院係 2010年度 2011年4月1日 30年 2040年度末 紙 事務室 学務部大学院課教職大学院係 廃棄

大学院課 管理・運営 課程認定申請書・変更届 課程認定申請書・変更届 学務部学務課大学院室教職大学院係 2010年度 2011年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部大学院課教職大学院係 廃棄

大学院課 管理・運営 会議資料 平成22年度大学院教育学研究科委員会 学務課（大学院室） 2010年度 2011年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部大学院課修士課程係 廃棄

大学院課 教務 学位授与に関するもの 平成22年度学位記発行台帳 学務課（大学院室） 2010年度 2011年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部大学院課修士課程係 廃棄

大学院課 教務 学籍に関するもの 修了生名簿，退学者名簿，除籍者名簿 学務部学務課大学院室教職大学院係 2010年度 2011年4月1日 無期限
電子:共有サー
バー内

事務室 学務部大学院課教職大学院係 廃棄

大学院課 教務
退学，休学，復学に関するも
の

退学届，休学届，復学届 学務部学務課大学院室教職大学院係 2010年度 2011年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部大学院課教職大学院係 廃棄

大学院課 会計 資産台帳 資産台帳 学務部学務課大学院室教職大学院係 2010年度 2011年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部大学院課教職大学院係 廃棄

大学院課 人事 人事（採用） 開設申請書(専任教員） 学務部学務課大学院室教職大学院係 2010年度 2011年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部大学院課教職大学院係 廃棄

大学院課 人事 人事（採用） 開設申請書(非常勤講師） 学務部学務課大学院室教職大学院係 2010年度 2011年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部大学院課教職大学院係 廃棄

大学院課 教務 学籍に関するもの 修了生名簿，退学者名簿，除籍者名簿 学務部学務課博士課程係 2010年度 2011年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部大学院課博士課程係 廃棄

大学院課 管理・運営 協定書・覚書 協定書・覚書 学務部学務課大学院室教職大学院係 2011年度 2012年4月1日 30年 2041年度末 紙 事務室 学務部大学院課教職大学院係 廃棄

大学院課 管理・運営 課程認定申請書・変更届 課程認定申請書・変更届 学務部学務課大学院室教職大学院係 2011年度 2012年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部大学院課教職大学院係 廃棄

大学院課 管理・運営 会議資料 大学院教育学研究科委員会 学務課（大学院室） 2011年度 2012年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部大学院課修士課程係 廃棄 随時更新

大学院課 管理・運営 議事要録 議事要録（印刷物）（研究科委員会） 学務部学務課大学院室博士課程係 2011年度 2012年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部大学院課博士課程係 廃棄

大学院課 管理・運営 議事要録 議事要録（印刷物）（拡大研究科委員会） 学務部学務課大学院室博士課程係 2011年度 2012年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部大学院課博士課程係 廃棄

大学院課 管理・運営 議事要録 議事要録（印刷物）（博士研究科運営委員会（学芸大学）） 学務部学務課大学院室博士課程係 2011年度 2012年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部大学院課博士課程係 廃棄

大学院課 教務 学位授与に関するもの 学位記発行台帳 学務課（大学院室） 2011年度 2012年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部大学院課修士課程係 廃棄 随時更新

大学院課 教務 学籍に関するもの 修了生名簿，退学者名簿，除籍者名簿 学務部学務課大学院室教職大学院係 2011年度 2012年4月1日 無期限
電子:共有サー
バー内

事務室 学務部大学院課教職大学院係 廃棄

大学院課 管理・運営 会議資料 平成23年度会議資料（研究科委員会） 学務部学務課大学院室博士課程係 2011年度 2012年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部大学院課博士課程係 廃棄

大学院課 管理・運営 会議資料 平成23年度会議資料（拡大研究科委員会） 学務部学務課大学院室博士課程係 2011年度 2012年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部大学院課博士課程係 廃棄

大学院課 管理・運営 会議資料 平成23年度会議資料（博士研究科運営委員会（学芸大学）） 学務部学務課大学院室博士課程係 2011年度 2012年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部大学院課博士課程係 廃棄

大学院課 人事 人事（採用） 選考委員会資料 学務部学務課大学院室博士課程係 2011年度 2012年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部大学院課博士課程係 廃棄

大学院課 教務 学籍に関するもの 学籍簿 学務部学務課大学院室博士課程係 2011年度 2012年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部大学院課博士課程係 廃棄

大学院課 教務 研究指導計画書 研究指導計画書 学務部学務課大学院室博士課程係 2011年度 2012年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部大学院課博士課程係 廃棄

大学院課 教務 研究実施計画書 研究実施計画書 学務部学務課大学院室博士課程係 2011年度 2012年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部大学院課博士課程係 廃棄

大学院課 教務 学籍に関するもの 修了生名簿，退学者名簿，除籍者名簿 学務部学務課大学院室博士課程係 2011年度 2012年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部大学院課博士課程係 廃棄

大学院課 教務
退学，休学，復学に関するも
の

退学届，休学届，復学届 学務部学務課大学院室博士課程係 2011年度 2012年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部大学院課博士課程係 廃棄

大学院課 教務 履修届 履修届 学務部学務課大学院室博士課程係 2011年度 2012年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部大学院課博士課程係 廃棄

大学院課 教務 学位授与に関するもの 学位論文審査申請書 学務部学務課大学院室博士課程係 2011年度 2012年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部大学院課博士課程係 廃棄

大学院課 教務 学位授与に関するもの 学位論文審査委員会候補者名簿 学務部学務課大学院室博士課程係 2011年度 2012年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部大学院課博士課程係 廃棄

大学院課 教務 学位授与に関するもの 学位論文 学務部学務課大学院室博士課程係 2011年度 2012年4月1日 無期限 紙 図書館 学務部大学院課博士課程係 廃棄

大学院課 教務 学位授与に関するもの
学位授与に係る論文の内容の要旨，論文審査の結果の要旨及び
最終試験結果の要旨

学務部学務課大学院室博士課程係 2011年度 2012年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部大学院課博士課程係 廃棄

大学院課 教務 学位授与に関するもの 学位授与に係る論文の内容の要旨及び論文審査の結果の要旨 学務部学務課大学院室博士課程係 2011年度 2012年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部大学院課博士課程係 廃棄

大学院課 教務 学位授与に関するもの 学位簿（甲） 学務部学務課大学院室博士課程係 2011年度 2012年4月1日 無期限 電子データ 事務室 学務部大学院課博士課程係 廃棄

大学院課 教務 学位授与に関するもの 学位簿（乙） 学務部学務課大学院室博士課程係 2011年度 2012年4月1日 無期限 電子データ 事務室 学務部大学院課博士課程係 廃棄

大学院課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成23年度出勤簿（ティーチングアシスタント） 学務部学務課大学院室博士課程係 2011年度 2012年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部大学院課博士課程係 廃棄

大学院課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成23年度出勤簿（リサーチアシスタント） 学務部学務課大学院室博士課程係 2011年度 2012年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部大学院課博士課程係 廃棄

大学院課 教務
退学，休学，復学に関するも
の

退学届，休学届，復学届 学務部学務課大学院室教職大学院係 2011年度 2012年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部大学院課教職大学院係 廃棄

大学院課 会計 資産台帳 資産台帳 学務部学務課大学院室教職大学院係 2011年度 2012年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部大学院課教職大学院係 廃棄

大学院課 教務 学生名簿 学生名簿 学務部学務課大学院室教職大学院係 2012年度 2013年4月1日 10年 2022年度末
電子:共有サー
バー内

事務室 学務部大学院課教職大学院係 廃棄

大学院課 管理・運営 議事要録 議事要録（印刷物）（研究科委員会） 学務部学務課大学院室博士課程係 2012年度 2013年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部大学院課博士課程係 廃棄

大学院課 管理・運営 議事要録 議事要録（印刷物）（拡大研究科委員会） 学務部学務課大学院室博士課程係 2012年度 2013年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部大学院課博士課程係 廃棄

大学院課 管理・運営 議事要録 議事要録（印刷物）（博士研究科運営委員会（学芸大学）） 学務部学務課大学院室博士課程係 2012年度 2013年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部大学院課博士課程係 廃棄

大学院課 管理・運営 議事要録 議事要録（印刷物）（博士研究科拡大運営委員会（学芸大学）） 学務部学務課大学院室博士課程係 2012年度 2013年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部大学院課博士課程係 廃棄

大学院課 教務 学籍に関するもの 修了生名簿，退学者名簿，除籍者名簿 学務部学務課大学院室教職大学院係 2012年度 2013年4月1日 無期限
電子:共有サー
バー内

事務室 学務部大学院課教職大学院係 廃棄

大学院課 管理・運営 協定書・覚書 協定書・覚書 学務部学務課大学院室教職大学院係 2012年度 2013年4月1日 30年 2042年度末 紙 事務室 学務部大学院課教職大学院係 廃棄
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備考

大学院課 教務 学生名簿 平成24年度学生名簿 学務課（大学院室） 2012年度 2013年4月1日 10年 2022年度末
電子:共有サー
バー内

事務室 学務部大学院課修士課程係 廃棄

大学院課 管理・運営 会議資料 平成24年度会議資料（研究科委員会） 学務部学務課大学院室博士課程係 2012年度 2013年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部大学院課博士課程係 廃棄

大学院課 管理・運営 会議資料 平成24年度会議資料（拡大研究科委員会） 学務部学務課大学院室博士課程係 2012年度 2013年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部大学院課博士課程係 廃棄

大学院課 管理・運営 会議資料 平成24年度会議資料（博士研究科運営委員会（学芸大学）） 学務部学務課大学院室博士課程係 2012年度 2013年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部大学院課博士課程係 廃棄

大学院課 管理・運営 会議資料 平成24年度会議資料（博士研究科拡大運営委員会（学芸大学）） 学務部学務課大学院室博士課程係 2012年度 2013年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部大学院課博士課程係 廃棄

大学院課 教務 履修届 履修届 学務部学務課大学院室博士課程係 2012年度 2013年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部大学院課博士課程係 廃棄

大学院課 教務 学位授与に関するもの 学位論文審査申請書 学務部学務課大学院室博士課程係 2012年度 2013年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部大学院課博士課程係 廃棄

大学院課 教務 学位授与に関するもの 学位論文審査委員会候補者名簿 学務部学務課大学院室博士課程係 2012年度 2013年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部大学院課博士課程係 廃棄

大学院課 教務 学位授与に関するもの 学位論文 学務部学務課大学院室博士課程係 2012年度 2013年4月1日 無期限 紙 図書館 学務部大学院課博士課程係 廃棄

大学院課 教務 学位授与に関するもの
学位授与に係る論文の内容の要旨，論文審査の結果の要旨及び
最終試験結果の要旨

学務部学務課大学院室博士課程係 2012年度 2013年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部大学院課博士課程係 廃棄

大学院課 教務 学位授与に関するもの 学位授与に係る論文の内容の要旨及び論文審査の結果の要旨 学務部学務課大学院室博士課程係 2012年度 2013年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部大学院課博士課程係 廃棄

大学院課 教務 学位授与に関するもの 学位簿（甲） 学務部学務課大学院室博士課程係 2012年度 2013年4月1日 無期限 電子データ 事務室 学務部大学院課博士課程係 廃棄

大学院課 教務 学位授与に関するもの 学位簿（乙） 学務部学務課大学院室博士課程係 2012年度 2013年4月1日 無期限 電子データ 事務室 学務部大学院課博士課程係 廃棄

大学院課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成24年度出勤簿（ティーチングアシスタント） 学務部学務課大学院室博士課程係 2012年度 2013年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部大学院課博士課程係 廃棄

大学院課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成24年度出勤簿（リサーチアシスタント） 学務部学務課大学院室博士課程係 2012年度 2013年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部大学院課博士課程係 廃棄

大学院課 教務
退学，休学，復学に関するも
の

退学届，休学届，復学届 学務部学務課大学院室教職大学院係 2012年度 2013年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部大学院課教職大学院係 廃棄

大学院課 会計 資産台帳 資産台帳 学務部学務課大学院室教職大学院係 2012年度 2013年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部大学院課教職大学院係 廃棄

大学院課 管理・運営 課程認定申請書・変更届 課程認定申請書・変更届 学務部学務課大学院室教職大学院係 2012年度 2013年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部大学院課教職大学院係 廃棄

大学院課 教務 学生名簿 学生名簿 学務部学務課大学院室教職大学院係 2013年度 2014年4月1日 10年 2023年度末
電子:共有サー
バー内

事務室 学務部大学院課教職大学院係 廃棄

大学院課 管理・運営 議事要録 議事要録（印刷物）（研究科委員会） 学務部学務課大学院室博士課程係 2013年度 2014年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部大学院課博士課程係 廃棄

大学院課 管理・運営 議事要録 議事要録（印刷物）（拡大研究科委員会） 学務部学務課大学院室博士課程係 2013年度 2014年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部大学院課博士課程係 廃棄

大学院課 管理・運営 議事要録 議事要録（印刷物）（博士研究科運営委員会（学芸大学）） 学務部学務課大学院室博士課程係 2013年度 2014年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部大学院課博士課程係 廃棄

大学院課 管理・運営 議事要録 議事要録（印刷物）（博士研究科拡大運営委員会（学芸大学）） 学務部学務課大学院室博士課程係 2013年度 2014年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部大学院課博士課程係 廃棄

大学院課 教務 学籍に関するもの 修了生名簿，退学者名簿，除籍者名簿 学務部学務課大学院室教職大学院係 2013年度 2014年4月1日 無期限
電子:共有サー
バー内

事務室 学務部大学院課教職大学院係 廃棄

大学院課 管理・運営 協定書・覚書 協定書・覚書 学務部学務課大学院室教職大学院係 2013年度 2014年4月1日 30年 2043年度末 紙 事務室 学務部大学院課教職大学院係 廃棄

大学院課 教務 学生名簿 平成25年度学生名簿 学務課（大学院室） 2013年度 2014年4月1日 10年 2023年度末
電子:共有サー
バー内

事務室 学務部大学院課修士課程係 廃棄

大学院課 管理・運営 会議資料 平成25年度会議資料（研究科委員会） 学務部学務課大学院室博士課程係 2013年度 2014年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部大学院課博士課程係 廃棄

大学院課 管理・運営 会議資料 平成25年度会議資料（拡大研究科委員会） 学務部学務課大学院室博士課程係 2013年度 2014年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部大学院課博士課程係 廃棄

大学院課 管理・運営 会議資料 平成25年度会議資料（博士研究科運営委員会（学芸大学）） 学務部学務課大学院室博士課程係 2013年度 2014年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部大学院課博士課程係 廃棄

大学院課 管理・運営 会議資料 平成25年度会議資料（博士研究科拡大運営委員会（学芸大学）） 学務部学務課大学院室博士課程係 2013年度 2014年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部大学院課博士課程係 廃棄

大学院課 教務 履修届 履修届 学務部学務課大学院室博士課程係 2013年度 2014年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部大学院課博士課程係 廃棄

大学院課 教務 学位授与に関するもの 学位論文審査申請書 学務部学務課大学院室博士課程係 2013年度 2014年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部大学院課博士課程係 廃棄

大学院課 教務 学位授与に関するもの 学位論文審査委員会候補者名簿 学務部学務課大学院室博士課程係 2013年度 2014年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部大学院課博士課程係 廃棄

大学院課 教務 学位授与に関するもの 学位論文 学務部学務課大学院室博士課程係 2013年度 2014年4月1日 無期限 紙 図書館 学務部大学院課博士課程係 廃棄

大学院課 教務 学位授与に関するもの
学位授与に係る論文の内容の要旨，論文審査の結果の要旨及び
最終試験結果の要旨

学務部学務課大学院室博士課程係 2013年度 2014年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部大学院課博士課程係 廃棄

大学院課 教務 学位授与に関するもの 学位授与に係る論文の内容の要旨及び論文審査の結果の要旨 学務部学務課大学院室博士課程係 2013年度 2014年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部大学院課博士課程係 廃棄

大学院課 教務 学位授与に関するもの 学位簿（甲） 学務部学務課大学院室博士課程係 2013年度 2014年4月1日 無期限 電子データ 事務室 学務部大学院課博士課程係 廃棄

大学院課 教務 学位授与に関するもの 学位簿（乙） 学務部学務課大学院室博士課程係 2013年度 2014年4月1日 無期限 電子データ 事務室 学務部大学院課博士課程係 廃棄

大学院課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成25年度出勤簿（ティーチングアシスタント） 学務部学務課大学院室博士課程係 2013年度 2014年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部大学院課博士課程係 廃棄

大学院課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成25年度出勤簿（リサーチアシスタント） 学務部学務課大学院室博士課程係 2013年度 2014年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部大学院課博士課程係 廃棄

大学院課 教務
退学，休学，復学に関するも
の

退学届，休学届，復学届 学務部学務課大学院室教職大学院係 2013年度 2014年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部大学院課教職大学院係 廃棄

大学院課 会計 資産台帳 資産台帳 学務部学務課大学院室教職大学院係 2013年度 2014年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部大学院課教職大学院係 廃棄

大学院課 管理・運営 課程認定申請書・変更届 課程認定申請書・変更届 学務部学務課大学院室教職大学院係 2013年度 2014年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部大学院課教職大学院係 廃棄

大学院課 教務 学生名簿 学生名簿 学務部学務課大学院室教職大学院係 2014年度 2015年4月1日 10年 2024年度末
電子:共有サー
バー内

事務室 学務部大学院課教職大学院係 廃棄

大学院課 管理・運営 議事要録 議事要録（印刷物）（研究科委員会） 学務部学務課大学院室博士課程係 2014年度 2015年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部大学院課博士課程係 廃棄

大学院課 管理・運営 議事要録 議事要録（印刷物）（拡大研究科委員会） 学務部学務課大学院室博士課程係 2014年度 2015年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部大学院課博士課程係 廃棄

大学院課 管理・運営 議事要録 議事要録（印刷物）（博士研究科運営委員会（学芸大学）） 学務部学務課大学院室博士課程係 2014年度 2015年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部大学院課博士課程係 廃棄

大学院課 管理・運営 議事要録 議事要録（印刷物）（博士研究科拡大運営委員会（学芸大学）） 学務部学務課大学院室博士課程係 2014年度 2015年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部大学院課博士課程係 廃棄

大学院課 教務 学籍に関するもの 修了生名簿，退学者名簿，除籍者名簿 学務部学務課大学院室教職大学院係 2014年度 2015年4月1日 無期限
電子:共有サー
バー内

事務室 学務部大学院課教職大学院係 廃棄

大学院課 管理・運営 協定書・覚書 協定書・覚書 学務部学務課大学院室教職大学院係 2014年度 2015年4月1日 30年 2044年度末 紙 事務室 学務部大学院課教職大学院係 廃棄

大学院課 教務 学生名簿 平成26年度学生名簿 学務課（大学院室） 2014年度 2015年4月1日 10年 2024年度末
電子:共有サー
バー内

事務室 学務部大学院課修士課程係 廃棄

大学院課 教務 履修届 平成26年度履修届 学務課（大学院室） 2014年度 2015年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部大学院課修士課程係 廃棄

大学院課 管理・運営 会議資料 平成26年度会議資料（研究科委員会） 学務部学務課大学院室博士課程係 2014年度 2015年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部大学院課博士課程係 廃棄

大学院課 管理・運営 会議資料 平成26年度会議資料（拡大研究科委員会） 学務部学務課大学院室博士課程係 2014年度 2015年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部大学院課博士課程係 廃棄

大学院課 管理・運営 会議資料 平成26年度会議資料（博士研究科運営委員会（学芸大学）） 学務部学務課大学院室博士課程係 2014年度 2015年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部大学院課博士課程係 廃棄

大学院課 管理・運営 会議資料 平成26年度会議資料（博士研究科拡大運営委員会（学芸大学）） 学務部学務課大学院室博士課程係 2014年度 2015年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部大学院課博士課程係 廃棄

大学院課 教務 履修届 履修届 学務部学務課大学院室博士課程係 2014年度 2015年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部大学院課博士課程係 廃棄

大学院課 教務 学位授与に関するもの 学位論文審査申請書 学務部学務課大学院室博士課程係 2014年度 2015年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部大学院課博士課程係 廃棄

大学院課 教務 学位授与に関するもの 学位論文審査委員会候補者名簿 学務部学務課大学院室博士課程係 2014年度 2015年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部大学院課博士課程係 廃棄

大学院課 教務 学位授与に関するもの 学位論文 学務部学務課大学院室博士課程係 2014年度 2015年4月1日 無期限 紙 図書館 学務部大学院課博士課程係 廃棄

大学院課 教務 学位授与に関するもの
学位授与に係る論文の内容の要旨，論文審査の結果の要旨及び
最終試験結果の要旨

学務部学務課大学院室博士課程係 2014年度 2015年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部大学院課博士課程係 廃棄

12/190
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部局名 １）大分類 ２）中分類 ３）小分類（法人文書ファイル名） ４）作成・取得者
５）作成・取得年度
等
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    満了時期

９）媒体の種別 10）保存場所 11）管理担当課・係
12)保存期間満
了時の措置

備考

大学院課 教務 学位授与に関するもの 学位授与に係る論文の内容の要旨及び論文審査の結果の要旨 学務部学務課大学院室博士課程係 2014年度 2015年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部大学院課博士課程係 廃棄

大学院課 教務 学位授与に関するもの 学位簿（甲） 学務部学務課大学院室博士課程係 2014年度 2015年4月1日 無期限 電子データ 事務室 学務部大学院課博士課程係 廃棄

大学院課 教務 学位授与に関するもの 学位簿（乙） 学務部学務課大学院室博士課程係 2014年度 2015年4月1日 無期限 電子データ 事務室 学務部大学院課博士課程係 廃棄

大学院課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成26年度出勤簿（ティーチングアシスタント） 学務部学務課大学院室博士課程係 2014年度 2015年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部大学院課博士課程係 廃棄

大学院課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成26年度出勤簿（リサーチアシスタント） 学務部学務課大学院室博士課程係 2014年度 2015年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部大学院課博士課程係 廃棄

大学院課 教務
退学，休学，復学に関するも
の

退学届，休学届，復学届 学務部学務課大学院室教職大学院係 2014年度 2015年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部大学院課教職大学院係 廃棄

大学院課 会計 資産台帳 資産台帳 学務部学務課大学院室教職大学院係 2014年度 2015年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部大学院課教職大学院係 廃棄

大学院課 管理・運営 課程認定申請書・変更届 課程認定申請書・変更届 学務部学務課大学院室教職大学院係 2014年度 2015年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部大学院課教職大学院係 廃棄

大学院課 教務 履修届 平成27年度履修届 学務課（大学院室） 2015年度 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部大学院課修士課程係 廃棄

大学院課 管理・運営 会議資料 平成27年度会議資料（研究科委員会） 学務部学務課大学院室博士課程係 2015年度 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部大学院課博士課程係 廃棄

大学院課 管理・運営 会議資料 平成27年度会議資料（拡大研究科委員会） 学務部学務課大学院室博士課程係 2015年度 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部大学院課博士課程係 廃棄

大学院課 管理・運営 会議資料 平成27年度会議資料（博士研究科運営委員会（学芸大学）） 学務部学務課大学院室博士課程係 2015年度 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部大学院課博士課程係 廃棄

大学院課 管理・運営 会議資料 平成27年度会議資料（博士研究科拡大運営委員会（学芸大学）） 学務部学務課大学院室博士課程係 2015年度 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部大学院課博士課程係 廃棄

大学院課 教務 学生名簿 学生名簿 学務部学務課大学院室教職大学院係 2015年度 2016年4月1日 10年 2025年度末
電子:共有サー
バー内

事務室 学務部大学院課教職大学院係 廃棄

大学院課 教務 学生名簿 平成27年度学生名簿 学務課（大学院室） 2015年度 2016年4月1日 10年 2025年度末
電子:共有サー
バー内

事務室 学務部大学院課修士課程係 廃棄

大学院課 管理・運営 議事要録 議事要録（印刷物）（研究科委員会） 学務部学務課大学院室博士課程係 2015年度 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部大学院課博士課程係 廃棄

大学院課 管理・運営 議事要録 議事要録（印刷物）（拡大研究科委員会） 学務部学務課大学院室博士課程係 2015年度 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部大学院課博士課程係 廃棄

大学院課 管理・運営 議事要録 議事要録（印刷物）（博士研究科運営委員会（学芸大学）） 学務部学務課大学院室博士課程係 2015年度 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部大学院課博士課程係 廃棄

大学院課 管理・運営 議事要録 議事要録（印刷物）（博士研究科拡大運営委員会（学芸大学）） 学務部学務課大学院室博士課程係 2015年度 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部大学院課博士課程係 廃棄

大学院課 管理・運営 協定書・覚書 協定書・覚書 学務部学務課大学院室教職大学院係 2015年度 2016年4月1日 30年 2045年度末 紙 事務室 学務部大学院課教職大学院係 廃棄

大学院課 教務 学籍に関するもの 修了生名簿，退学者名簿，除籍者名簿 学務部学務課大学院室教職大学院係 2015年度 2016年4月1日 無期限
電子:共有サー
バー内

事務室 学務部大学院課教職大学院係 廃棄

大学院課 教務 履修届 履修届 学務部学務課大学院室博士課程係 2015年度 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部大学院課博士課程係 廃棄

大学院課 教務 学位授与に関するもの 学位論文審査申請書 学務部学務課大学院室博士課程係 2015年度 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部大学院課博士課程係 廃棄

大学院課 教務 学位授与に関するもの 学位論文審査委員会候補者名簿 学務部学務課大学院室博士課程係 2015年度 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部大学院課博士課程係 廃棄

大学院課 教務 学位授与に関するもの 学位論文 学務部学務課大学院室博士課程係 2015年度 2016年4月1日 無期限 紙 図書館 学務部大学院課博士課程係 廃棄

大学院課 教務 学位授与に関するもの
学位授与に係る論文の内容の要旨，論文審査の結果の要旨及び
最終試験結果の要旨

学務部学務課大学院室博士課程係 2015年度 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部大学院課博士課程係 廃棄

大学院課 教務 学位授与に関するもの 学位授与に係る論文の内容の要旨及び論文審査の結果の要旨 学務部学務課大学院室博士課程係 2015年度 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部大学院課博士課程係 廃棄

大学院課 教務 学位授与に関するもの 学位簿（甲） 学務部学務課大学院室博士課程係 2015年度 2016年4月1日 無期限 電子データ 事務室 学務部大学院課博士課程係 廃棄

大学院課 教務 学位授与に関するもの 学位簿（乙） 学務部学務課大学院室博士課程係 2015年度 2016年4月1日 無期限 電子データ 事務室 学務部大学院課博士課程係 廃棄

大学院課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成27年度出勤簿（ティーチングアシスタント） 学務部学務課大学院室博士課程係 2015年度 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部大学院課博士課程係 廃棄

大学院課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成27年度出勤簿（リサーチアシスタント） 学務部学務課大学院室博士課程係 2015年度 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部大学院課博士課程係 廃棄

大学院課 教務
退学，休学，復学に関するも
の

退学届，休学届，復学届 学務部学務課大学院室教職大学院係 2015年度 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部大学院課教職大学院係 廃棄

大学院課 会計 資産台帳 資産台帳 学務部学務課大学院室教職大学院係 2015年度 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部大学院課教職大学院係 廃棄

大学院課 管理・運営 課程認定申請書・変更届 課程認定申請書・変更届 学務部学務課大学院室教職大学院係 2015年度 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部大学院課教職大学院係 廃棄

大学院課 教務 履修届 履修届 学務課（大学院室） 2016年度 2017年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部大学院課修士課程係 廃棄 随時更新

大学院課 教務 学生名簿 平成28年度学生名簿 学務課（大学院室） 2016年度 2017年4月1日 10年 2026年度末
電子:共有サー
バー内

事務室 学務部大学院課修士課程係 廃棄

大学院課 管理・運営 会議資料 平成28年度会議資料（研究科委員会） 学務部学務課大学院室博士課程係 2016年度 2017年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部大学院課博士課程係 廃棄

大学院課 管理・運営 会議資料 平成28年度会議資料（拡大研究科委員会） 学務部学務課大学院室博士課程係 2016年度 2017年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部大学院課博士課程係 廃棄

大学院課 管理・運営 会議資料 平成28年度会議資料（博士研究科運営委員会（学芸大学）） 学務部学務課大学院室博士課程係 2016年度 2017年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部大学院課博士課程係 廃棄

大学院課 管理・運営 会議資料 平成28年度会議資料（博士研究科拡大運営委員会（学芸大学）） 学務部学務課大学院室博士課程係 2016年度 2017年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部大学院課博士課程係 廃棄

大学院課 管理・運営 議事要録 議事要録（印刷物）（研究科委員会） 学務部学務課大学院室博士課程係 2016年度 2017年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部大学院課博士課程係 廃棄

大学院課 管理・運営 議事要録 議事要録（印刷物）（拡大研究科委員会） 学務部学務課大学院室博士課程係 2016年度 2017年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部大学院課博士課程係 廃棄

大学院課 管理・運営 議事要録 議事要録（印刷物）（博士研究科運営委員会（学芸大学）） 学務部学務課大学院室博士課程係 2016年度 2017年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部大学院課博士課程係 廃棄

大学院課 管理・運営 議事要録 議事要録（印刷物）（博士研究科拡大運営委員会（学芸大学）） 学務部学務課大学院室博士課程係 2016年度 2017年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部大学院課博士課程係 廃棄

大学院課 教務 履修届 履修届 学務部学務課大学院室博士課程係 2016年度 2017年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部大学院課博士課程係 廃棄

大学院課 教務 学位授与に関するもの 学位論文審査申請書 学務部学務課大学院室博士課程係 2016年度 2017年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部大学院課博士課程係 廃棄

大学院課 教務 学位授与に関するもの 学位論文審査委員会候補者名簿 学務部学務課大学院室博士課程係 2016年度 2017年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部大学院課博士課程係 廃棄

大学院課 教務 学位授与に関するもの 学位論文 学務部学務課大学院室博士課程係 2016年度 2017年4月1日 無期限 電子データ 図書館 学務部大学院課博士課程係 廃棄

大学院課 教務 学位授与に関するもの
学位授与に係る論文の内容の要旨，論文審査の結果の要旨及び
最終試験結果の要旨

学務部学務課大学院室博士課程係 2016年度 2017年4月1日 無期限 電子データ HP（学内サーバ） 学務部大学院課博士課程係 廃棄

大学院課 教務 学位授与に関するもの 学位授与に係る論文の内容の要旨及び論文審査の結果の要旨 学務部学務課大学院室博士課程係 2016年度 2017年4月1日 無期限 電子データ HP（学内サーバ） 学務部大学院課博士課程係 廃棄

大学院課 教務 学位授与に関するもの 学位簿（甲） 学務部学務課大学院室博士課程係 2016年度 2017年4月1日 無期限 電子データ 事務室 学務部大学院課博士課程係 廃棄

大学院課 教務 学位授与に関するもの 学位簿（乙） 学務部学務課大学院室博士課程係 2016年度 2017年4月1日 無期限 電子データ 事務室 学務部大学院課博士課程係 廃棄

大学院課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成28年度出勤簿（ティーチングアシスタント） 学務部学務課大学院室博士課程係 2016年度 2017年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部大学院課博士課程係 廃棄

大学院課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成28年度出勤簿（リサーチアシスタント） 学務部学務課大学院室博士課程係 2016年度 2017年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部大学院課博士課程係 廃棄

大学院課 教務 学生名簿 学生名簿 学務部学務課大学院室教職大学院係 2016年度 2017年4月1日 10年 2026年度末
電子:共有サー
バー内

事務室 学務部大学院課教職大学院係 廃棄

大学院課 教務 学籍に関するもの 修了生名簿，退学者名簿，除籍者名簿 学務部学務課大学院室教職大学院係 2016年度 2017年4月1日 無期限
電子:共有サー
バー内

事務室 学務部大学院課教職大学院係 廃棄

大学院課 教務
退学，休学，復学に関するも
の

退学届，休学届，復学届 学務部学務課大学院室教職大学院係 2016年度 2017年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部大学院課教職大学院係 廃棄

大学院課 会計 資産台帳 資産台帳 学務部学務課大学院室教職大学院係 2016年度 2017年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部大学院課教職大学院係 廃棄

大学院課 会計 物品購入依頼書 平成29年度購入依頼書 学務課（大学院室） 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部大学院課修士課程係 廃棄

大学院課 教務 時間割関係・履修便覧 平成29年度授業時間割関係文書・履修便覧 学務課（大学院室） 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部大学院課修士課程係 廃棄

大学院課 教務 指導教員選定届 平成29年度指導教員選定届 学務課（大学院室） 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部大学院課修士課程係 廃棄

13/190
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部局名 １）大分類 ２）中分類 ３）小分類（法人文書ファイル名） ４）作成・取得者
５）作成・取得年度
等

６）起算日 ７）保存期間
８）保存期間
    満了時期

９）媒体の種別 10）保存場所 11）管理担当課・係
12)保存期間満
了時の措置

備考

大学院課 会計 予算配分に関する文書 平成29年度予算配分通知 学務課（大学院室） 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部大学院課修士課程係 廃棄

大学院課 教務
研究実施計画及び研究指導
計画書、実施計画書

平成29年度 研究実施計画及び研究指導計画書、実施計画書 学務課（大学院室） 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部大学院課修士課程係 廃棄

大学院課 人事 勤務時間報告書 平成29年度勤務時間報告書（ティーチングアシスタント） 学務課（大学院室） 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部大学院課修士課程係 廃棄

大学院課 教務 出願要項 平成29年度科目等履修生出願要項 学務課（大学院室） 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部大学院課修士課程係 廃棄

大学院課 教務 出願書類 平成29年度科目等履修生出願書類一式 学務課（大学院室） 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部大学院課修士課程係 廃棄

大学院課 教務 科目等履修生に関するもの 平成29年度科目等履修生履修可能科目一覧 学務課（大学院室） 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部大学院課修士課程係 廃棄

大学院課 教務 学生の在籍に関するもの 平成29年度科目等履修生名簿 学務課（大学院室） 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部大学院課修士課程係 廃棄

大学院課 教務 シラバス 平成29年度シラバス 学務課（大学院室） 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末
電子:共有サー
バー内

事務室 学務部大学院課修士課程係 廃棄

大学院課 会計
債権発生通知及びこれに関す
る決裁文書

平成29年度授業料債権関係文書 学務課（大学院室） 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部大学院課修士課程係 廃棄

大学院課 教務 単位認定に関するもの 平成29年度単位認定（既修得・外国の大学院での修得）関係文書 学務課（大学院室） 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部大学院課修士課程係 廃棄

大学院課 教務 学生数一覧 平成29年度学生数一覧 学務課（大学院室） 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末
電子:共有サー
バー内

事務室 学務部大学院課修士課程係 廃棄

大学院課 教務 単位互換に関するもの 平成29年度単位互換関係文書 学務課（大学院室） 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部大学院課修士課程係 廃棄

大学院課 教務 教育職員免許状に関するもの 平成29年度教育職員免許状一括申請関係文書 学務課（大学院室） 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部大学院課修士課程係 廃棄

大学院課 人事 出張に関するもの 平成29年度大学院学生の出張依頼関係文書 学務課（大学院室） 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部大学院課修士課程係 廃棄

大学院課 教務 学生名簿 平成29年度学生名簿 学務課（大学院室） 2017年度 2018年4月1日 10年 2027年度末
電子:共有サー
バー内

事務室 学務部大学院課修士課程係 廃棄

大学院課 教務 学生の在籍に関するもの 学生記録 学務課（大学院室） 2017年度 2018年4月1日 修了後5年 2022年度末 紙 事務室 学務部大学院課修士課程係 廃棄

大学院課 人事 人事（採用等） 平成29年度実施計画書（ティーチングアシスタント） 学務部学務課大学院室博士課程係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部大学院課博士課程係 廃棄

大学院課 人事 人事（採用等） 平成29年度実施計画書（リサーチアシスタント） 学務部学務課大学院室博士課程係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部大学院課博士課程係 廃棄

大学院課 人事 人事（採用等） 平成29年度実施報告書（ティーチングアシスタント） 学務部学務課大学院室博士課程係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部大学院課博士課程係 廃棄

大学院課 人事 人事（採用等） 平成29年度実施報告書（リサーチアシスタント） 学務部学務課大学院室博士課程係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部大学院課博士課程係 廃棄

大学院課 教務 学位授与に関するもの 平成29年度学位（博士）授与報告書（文部科学省） 学務部学務課大学院室博士課程係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部大学院課博士課程係 廃棄

大学院課 教務 学位授与に関するもの 平成29年度学位授与名簿（国会図書館） 学務部学務課大学院室博士課程係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 電子データ 事務室 学務部大学院課博士課程係 廃棄

大学院課 会計 予算配分に関する文書 平成29年度予算配分通知（ティーチングアシスタント） 学務部学務課大学院室博士課程係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部大学院課博士課程係 廃棄

大学院課 会計 予算配分に関する文書 平成29年度予算配分通知（リサーチアシスタント） 学務部学務課大学院室博士課程係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部大学院課博士課程係 廃棄

大学院課 人事 勤務時間報告書 平成29年度勤務時間報告書（ティーチングアシスタント) 学務部学務課大学院室博士課程係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部大学院課博士課程係 廃棄

大学院課 人事 勤務時間報告書 平成29年度勤務時間報告書（リサーチアシスタント） 学務部学務課大学院室博士課程係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部大学院課博士課程係 廃棄

大学院課 管理・運営 会議資料 平成29年度会議資料（研究科委員会） 学務部学務課大学院室博士課程係 2017年度 2018年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部大学院課博士課程係 廃棄

大学院課 管理・運営 会議資料 平成29年度会議資料（拡大研究科委員会） 学務部学務課大学院室博士課程係 2017年度 2018年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部大学院課博士課程係 廃棄

大学院課 管理・運営 会議資料 平成29年度会議資料（構成大学委員会） 学務部学務課大学院室博士課程係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部大学院課博士課程係 廃棄

大学院課 管理・運営 会議資料 平成29年度会議資料（博士研究科運営委員会（学芸大学）） 学務部学務課大学院室博士課程係 2017年度 2018年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部大学院課博士課程係 廃棄

大学院課 管理・運営 会議資料 平成29年度会議資料（博士研究科拡大運営委員会（学芸大学）） 学務部学務課大学院室博士課程係 2017年度 2018年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部大学院課博士課程係 廃棄

大学院課 管理・運営 会議資料 平成29年度会議資料（「学校教育学研究論集」編集委員会） 学務部学務課大学院室博士課程係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部大学院課博士課程係 廃棄

大学院課 管理・運営 議事要録 議事要録（印刷物）（研究科委員会） 学務部学務課大学院室博士課程係 2017年度 2018年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部大学院課博士課程係 廃棄

大学院課 管理・運営 議事要録 議事要録（印刷物）（拡大研究科委員会） 学務部学務課大学院室博士課程係 2017年度 2018年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部大学院課博士課程係 廃棄

大学院課 管理・運営 議事要録 議事要録（印刷物）（博士研究科運営委員会（学芸大学）） 学務部学務課大学院室博士課程係 2017年度 2018年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部大学院課博士課程係 廃棄

大学院課 管理・運営 議事要録 議事要録（印刷物）（博士研究科拡大運営委員会（学芸大学）） 学務部学務課大学院室博士課程係 2017年度 2018年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部大学院課博士課程係 廃棄

大学院課 教務 履修届 履修届 学務部学務課大学院室博士課程係 2017年度 2018年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部大学院課博士課程係 廃棄

大学院課 教務 学位授与に関するもの 学位論文審査申請書 学務部学務課大学院室博士課程係 2017年度 2018年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部大学院課博士課程係 廃棄

大学院課 教務 学位授与に関するもの 学位論文審査委員会候補者名簿 学務部学務課大学院室博士課程係 2017年度 2018年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部大学院課博士課程係 廃棄

大学院課 教務 学位授与に関するもの 学位論文 学務部学務課大学院室博士課程係 2017年度 2018年4月1日 無期限 電子データ 図書館 学務部大学院課博士課程係 廃棄

大学院課 教務 学位授与に関するもの
学位授与に係る論文の内容の要旨，論文審査の結果の要旨及び
最終試験結果の要旨

学務部学務課大学院室博士課程係 2017年度 2018年4月1日 無期限 電子データ HP（学内サーバ） 学務部大学院課博士課程係 廃棄

大学院課 教務 学位授与に関するもの 学位授与に係る論文の内容の要旨及び論文審査の結果の要旨 学務部学務課大学院室博士課程係 2017年度 2018年4月1日 無期限 電子データ HP（学内サーバ） 学務部大学院課博士課程係 廃棄

大学院課 教務 学位授与に関するもの 学位簿（甲） 学務部学務課大学院室博士課程係 2017年度 2018年4月1日 無期限 電子データ 事務室 学務部大学院課博士課程係 廃棄

大学院課 教務 学位授与に関するもの 学位簿（乙） 学務部学務課大学院室博士課程係 2017年度 2018年4月1日 無期限 電子データ 事務室 学務部大学院課博士課程係 廃棄

大学院課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成29年度出勤簿（ティーチングアシスタント） 学務部学務課大学院室博士課程係 2017年度 2018年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部大学院課博士課程係 廃棄

大学院課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成29年度出勤簿（リサーチアシスタント） 学務部学務課大学院室博士課程係 2017年度 2018年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部大学院課博士課程係 廃棄

大学院課 管理・運営 会議資料 教職大学院運営会議 学務部学務課大学院室教職大学院係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部大学院課教職大学院係 廃棄

大学院課 教務 履修便覧 履修便覧（授業概要・時間割） 学務部学務課大学院室教職大学院係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部大学院課教職大学院係 廃棄

大学院課 教務 指導教員名簿 指導教員名簿 学務部学務課大学院室教職大学院係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末
電子:共有サー
バー内

事務室 学務部大学院課教職大学院係 廃棄

大学院課 教務 証明書 証明書等発行願 学務部学務課大学院室教職大学院係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部大学院課教職大学院係 廃棄

大学院課 教務 実習関係 実習関係文書・資料 学務部学務課大学院室教職大学院係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部大学院課教職大学院係 廃棄

大学院課 管理・運営 教育委員会 教育委員会関係文書・資料 学務部学務課大学院室教職大学院係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部大学院課教職大学院係 廃棄

大学院課 教務 学生名簿 学生名簿 学務部学務課大学院室教職大学院係 2017年度 2018年4月1日 10年 2027年度末
電子:共有サー
バー内

事務室 学務部大学院課教職大学院係 廃棄

大学院課 教務 学生の在籍に関するもの 学生記録 学務部学務課大学院室教職大学院係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部大学院課教職大学院係 廃棄

大学院課 教務 学籍に関するもの 修了者名簿，退学者名簿，除籍者名簿 学務部学務課大学院室教職大学院係 2017年度 2018年4月1日 無期限
電子:共有サー
バー内

事務室 学務部大学院課教職大学院係 廃棄

大学院課 教務
退学，休学，復学に関するも
の

退学届，休学届，復学届 学務部学務課大学院室教職大学院係 2017年度 2018年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部大学院課教職大学院係 廃棄

大学院課 会計 資産台帳 資産台帳 学務部学務課大学院室教職大学院係 2017年度 2018年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部大学院課教職大学院係 廃棄

大学院課 管理・運営 課程認定申請書・変更届 課程認定申請書・変更届 学務部学務課大学院室教職大学院係 2017年度 2018年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部大学院課教職大学院係 廃棄

大学院課 会計 物品購入依頼書 平成30年度購入依頼書 学務課（大学院室） 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部大学院課修士課程係 廃棄

大学院課 教務 時間割関係・履修便覧 平成30年度授業時間割関係文書・履修便覧 学務課（大学院室） 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部大学院課修士課程係 廃棄

大学院課 教務 指導教員選定届 平成30年度指導教員選定届 学務課（大学院室） 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部大学院課修士課程係 廃棄
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部局名 １）大分類 ２）中分類 ３）小分類（法人文書ファイル名） ４）作成・取得者
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等
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12)保存期間満
了時の措置

備考

大学院課 会計 予算配分に関する文書 平成30年度予算配分通知 学務課（大学院室） 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部大学院課修士課程係 廃棄

大学院課 教務
研究実施計画及び研究指導
計画書、実施計画書

平成30年度 研究実施計画及び研究指導計画書、実施計画書 学務課（大学院室） 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部大学院課修士課程係 廃棄

大学院課 人事 勤務時間報告書 平成30年度勤務時間報告書（ティーチングアシスタント） 学務課（大学院室） 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部大学院課修士課程係 廃棄

大学院課 教務 出願要項 平成30年度科目等履修生出願要項 学務課（大学院室） 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部大学院課修士課程係 廃棄

大学院課 教務 出願書類 平成30年度科目等履修生出願書類一式 学務課（大学院室） 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部大学院課修士課程係 廃棄

大学院課 教務 科目等履修生に関するもの 平成30年度科目等履修生履修可能科目一覧 学務課（大学院室） 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部大学院課修士課程係 廃棄

大学院課 教務 学生の在籍に関するもの 平成30年度科目等履修生名簿 学務課（大学院室） 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部大学院課修士課程係 廃棄

大学院課 教務 シラバス 平成30年度シラバス 学務課（大学院室） 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末
電子:共有サー
バー内

事務室 学務部大学院課修士課程係 廃棄

大学院課 会計
債権発生通知及びこれに関す
る決裁文書

平成30年度授業料債権関係文書 学務課（大学院室） 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部大学院課修士課程係 廃棄

大学院課 教務 単位認定に関するもの 平成30年度単位認定（既修得・外国の大学院での修得）関係文書 学務課（大学院室） 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部大学院課修士課程係 廃棄

大学院課 教務 学生数一覧 平成30年度学生数一覧 学務課（大学院室） 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末
電子:共有サー
バー内

事務室 学務部大学院課修士課程係 廃棄

大学院課 教務 単位互換に関するもの 平成30年度単位互換関係文書 学務課（大学院室） 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部大学院課修士課程係 廃棄

大学院課 教務 教育職員免許状に関するもの 平成30年度教育職員免許状一括申請関係文書 学務課（大学院室） 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部大学院課修士課程係 廃棄

大学院課 人事 出張に関するもの 平成30年度大学院学生の出張依頼関係文書 学務課（大学院室） 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部大学院課修士課程係 廃棄

大学院課 教務 学生名簿 平成30年度学生名簿 学務課（大学院室） 2018年度 2019年4月1日 10年 2028年度末
電子:共有サー
バー内

事務室 学務部大学院課修士課程係 廃棄

大学院課 教務 学生の在籍に関するもの 学生記録 学務課（大学院室） 2018年度 2019年4月1日 修了後5年 2023年度末 紙 事務室 学務部大学院課修士課程係 廃棄

大学院課 人事 人事（採用等） 平成30年度実施計画書（ティーチングアシスタント） 学務部学務課大学院室博士課程係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部大学院課博士課程係 廃棄

大学院課 人事 人事（採用等） 平成30年度実施計画書（リサーチアシスタント） 学務部学務課大学院室博士課程係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部大学院課博士課程係 廃棄

大学院課 人事 人事（採用等） 平成30年度実施報告書（リサーチアシスタント） 学務部学務課大学院室博士課程係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部大学院課博士課程係 廃棄

大学院課 教務 学位授与に関するもの 平成30年度学位（博士）授与報告書（文部科学省） 学務部学務課大学院室博士課程係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部大学院課博士課程係 廃棄

大学院課 教務 学位授与に関するもの 平成30年度学位授与名簿（国会図書館） 学務部学務課大学院室博士課程係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 電子データ 事務室 学務部大学院課博士課程係 廃棄

大学院課 会計 予算配分に関する文書 平成30年度予算配分通知（ティーチングアシスタント） 学務部学務課大学院室博士課程係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部大学院課博士課程係 廃棄

大学院課 会計 予算配分に関する文書 平成30年度予算配分通知（リサーチアシスタント） 学務部学務課大学院室博士課程係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部大学院課博士課程係 廃棄

大学院課 人事 勤務時間報告書 平成30年度勤務時間報告書（ティーチングアシスタント) 学務部学務課大学院室博士課程係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部大学院課博士課程係 廃棄

大学院課 人事 勤務時間報告書 平成30年度勤務時間報告書（リサーチアシスタント） 学務部学務課大学院室博士課程係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部大学院課博士課程係 廃棄

大学院課 管理・運営 会議資料 平成30年度会議資料（研究科委員会） 学務部学務課大学院室博士課程係 2018年度 2019年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部大学院課博士課程係 廃棄

大学院課 管理・運営 会議資料 平成30年度会議資料（拡大研究科委員会） 学務部学務課大学院室博士課程係 2018年度 2019年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部大学院課博士課程係 廃棄

大学院課 管理・運営 会議資料 平成30年度会議資料（構成大学委員会） 学務部学務課大学院室博士課程係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部大学院課博士課程係 廃棄

大学院課 管理・運営 会議資料 平成30年度会議資料（博士研究科運営委員会（学芸大学）） 学務部学務課大学院室博士課程係 2018年度 2019年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部大学院課博士課程係 廃棄

大学院課 管理・運営 会議資料 平成30年度会議資料（博士研究科拡大運営委員会（学芸大学）） 学務部学務課大学院室博士課程係 2018年度 2019年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部大学院課博士課程係 廃棄

大学院課 管理・運営 会議資料 平成30年度会議資料（「学校教育学研究論集」編集委員会） 学務部学務課大学院室博士課程係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部大学院課博士課程係 廃棄

大学院課 管理・運営 議事要録 議事要録（印刷物）（研究科委員会） 学務部学務課大学院室博士課程係 2018年度 2019年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部大学院課博士課程係 廃棄

大学院課 管理・運営 議事要録 議事要録（印刷物）（拡大研究科委員会） 学務部学務課大学院室博士課程係 2018年度 2019年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部大学院課博士課程係 廃棄

大学院課 管理・運営 議事要録 議事要録（印刷物）（博士研究科運営委員会（学芸大学）） 学務部学務課大学院室博士課程係 2018年度 2019年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部大学院課博士課程係 廃棄

大学院課 管理・運営 議事要録 議事要録（印刷物）（博士研究科拡大運営委員会（学芸大学）） 学務部学務課大学院室博士課程係 2018年度 2019年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部大学院課博士課程係 廃棄

大学院課 教務 履修届 履修届 学務部学務課大学院室博士課程係 2018年度 2019年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部大学院課博士課程係 廃棄

大学院課 教務 学位授与に関するもの 学位論文審査申請書 学務部学務課大学院室博士課程係 2018年度 2019年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部大学院課博士課程係 廃棄

大学院課 教務 学位授与に関するもの 学位論文審査委員会候補者名簿 学務部学務課大学院室博士課程係 2018年度 2019年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部大学院課博士課程係 廃棄

大学院課 教務 学位授与に関するもの 学位論文 学務部学務課大学院室博士課程係 2018年度 2019年4月1日 無期限 電子データ 図書館 学務部大学院課博士課程係 廃棄

大学院課 教務 学位授与に関するもの
学位授与に係る論文の内容の要旨，論文審査の結果の要旨及び
最終試験結果の要旨

学務部学務課大学院室博士課程係 2018年度 2019年4月1日 無期限 電子データ HP（学内サーバ） 学務部大学院課博士課程係 廃棄

大学院課 教務 学位授与に関するもの 学位授与に係る論文の内容の要旨及び論文審査の結果の要旨 学務部学務課大学院室博士課程係 2018年度 2019年4月1日 無期限 電子データ HP（学内サーバ） 学務部大学院課博士課程係 廃棄

大学院課 教務 学位授与に関するもの 学位簿（甲） 学務部学務課大学院室博士課程係 2018年度 2019年4月1日 無期限 電子データ 事務室 学務部大学院課博士課程係 廃棄

大学院課 教務 学位授与に関するもの 学位簿（乙） 学務部学務課大学院室博士課程係 2018年度 2019年4月1日 無期限 電子データ 事務室 学務部大学院課博士課程係 廃棄

大学院課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成30年度出勤簿（ティーチングアシスタント） 学務部学務課大学院室博士課程係 2018年度 2019年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部大学院課博士課程係 廃棄

大学院課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成30年度出勤簿（リサーチアシスタント） 学務部学務課大学院室博士課程係 2018年度 2019年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部大学院課博士課程係 廃棄

大学院課 管理・運営 会議資料 教職大学院運営会議 学務部学務課大学院室教職大学院係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部大学院課教職大学院係 廃棄

大学院課 教務 履修便覧 履修便覧（授業概要・時間割） 学務部学務課大学院室教職大学院係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部大学院課教職大学院係 廃棄

大学院課 教務 指導教員名簿 指導教員名簿 学務部学務課大学院室教職大学院係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末
電子:共有サー
バー内

事務室 学務部大学院課教職大学院係 廃棄

大学院課 教務 証明書 証明書等発行願 学務部学務課大学院室教職大学院係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部大学院課教職大学院係 廃棄

大学院課 教務 実習関係 実習関係文書・資料 学務部学務課大学院室教職大学院係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部大学院課教職大学院係 廃棄

大学院課 管理・運営 教育委員会 教育委員会関係文書・資料 学務部学務課大学院室教職大学院係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部大学院課教職大学院係 廃棄

大学院課 教務 学生名簿 学生名簿 学務部学務課大学院室教職大学院係 2018年度 2019年4月1日 10年 2028年度末
電子:共有サー
バー内

事務室 学務部大学院課教職大学院係 廃棄

大学院課 教務 学生の在籍に関するもの 学生記録 学務部学務課大学院室教職大学院係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部大学院課教職大学院係 廃棄

大学院課 教務 学籍に関するもの 修了者名簿，退学者名簿，除籍者名簿 学務部学務課大学院室教職大学院係 2018年度 2019年4月1日 無期限
電子:共有サー
バー内

事務室 学務部大学院課教職大学院係 廃棄

大学院課 教務
退学，休学，復学に関するも
の

退学届，休学届，復学届 学務部学務課大学院室教職大学院係 2018年度 2019年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部大学院課教職大学院係 廃棄

大学院課 会計 資産台帳 資産台帳 学務部学務課大学院室教職大学院係 2018年度 2019年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部大学院課教職大学院係 廃棄

大学院課 管理・運営 課程認定申請書・変更届 課程認定申請書・変更届 学務部学務課大学院室教職大学院係 2018年度 2019年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部大学院課教職大学院係 廃棄

大学院課 教務
授業科目評価（成績）に関す
るもの

2019年度授業科目評価（成績）関係文書 学務課（大学院室） 2019年度 2020年4月1日 3年 2022年度末 紙 事務室 学務部大学院課修士課程係 廃棄

大学院課 教務
学生証等各種証明書発行に
関するもの

2019年度各種証明書発行願 学務課（大学院室） 2019年度 2020年4月1日 3年 2022年度末 紙 事務室 学務部大学院課修士課程係 廃棄

大学院課 教務
授業科目評価（成績）に関す
るもの

2019年度授業科目評価（成績）関係文書 学務課（大学院室） 2019年度 2020年4月1日 3年 2022年度末
電子:共有サー
バー内

事務室 学務部大学院課修士課程係 廃棄

大学院課 教務
学生証等各種証明書発行に
関するもの

2019年度各種証明書発行願 学務課（大学院室） 2019年度 2020年4月1日 3年 2022年度末
電子:共有サー
バー内

事務室 学務部大学院課修士課程係 廃棄

15/190



法人文書ファイル管理簿データ（全学）

部局名 １）大分類 ２）中分類 ３）小分類（法人文書ファイル名） ４）作成・取得者
５）作成・取得年度
等

６）起算日 ７）保存期間
８）保存期間
    満了時期

９）媒体の種別 10）保存場所 11）管理担当課・係
12)保存期間満
了時の措置

備考

大学院課 教務
非常勤講師授業依頼に関する
もの

2019年度非常勤講師授業依頼関係文書 学務課（大学院室） 2019年度 2020年4月1日 3年 2022年度末 紙 事務室 学務部大学院課修士課程係 廃棄

大学院課 会計 物品購入依頼書 2019年度購入依頼書 学務課（大学院室） 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部大学院課修士課程係 廃棄

大学院課 教務 時間割関係・履修便覧 2019年度授業時間割関係文書・履修便覧 学務課（大学院室） 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部大学院課修士課程係 廃棄

大学院課 教務 指導教員選定届 2019年度指導教員選定届 学務課（大学院室） 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部大学院課修士課程係 廃棄

大学院課 会計 予算配分に関する文書 2019年度予算配分通知 学務課（大学院室） 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部大学院課修士課程係 廃棄

大学院課 教務
研究実施計画及び研究指導
計画書、実施計画書

2019年度 研究実施計画及び研究指導計画書、実施計画書 学務課（大学院室） 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部大学院課修士課程係 廃棄

大学院課 人事 勤務時間報告書 2019年度勤務時間報告書（ティーチングアシスタント） 学務課（大学院室） 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部大学院課修士課程係 廃棄

大学院課 教務 出願要項 令和元年度科目等履修生出願要項 学務課（大学院室） 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部大学院課修士課程係 廃棄

大学院課 教務 出願書類 令和元年度科目等履修生出願書類一式 学務課（大学院室） 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部大学院課修士課程係 廃棄

大学院課 教務 科目等履修生に関するもの 2019年度科目等履修生履修可能科目一覧 学務課（大学院室） 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部大学院課修士課程係 廃棄

大学院課 教務 学生の在籍に関するもの 平成31（令和元）年度科目等履修生名簿 学務課（大学院室） 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部大学院課修士課程係 廃棄

大学院課 教務 シラバス 平成31（令和元）年度シラバス 学務課（大学院室） 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末
電子:共有サー
バー内

事務室 学務部大学院課修士課程係 廃棄

大学院課 会計
債権発生通知及びこれに関す
る決裁文書

2019年度授業料債権関係文書 学務課（大学院室） 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部大学院課修士課程係 廃棄

大学院課 教務 単位認定に関するもの 2019年度単位認定（既修得・外国の大学院での修得）関係文書 学務課（大学院室） 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部大学院課修士課程係 廃棄

大学院課 教務 学生数一覧 2019年度学生数一覧 学務課（大学院室） 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末
電子:共有サー
バー内

事務室 学務部大学院課修士課程係 廃棄

大学院課 教務 単位互換に関するもの 2019年度単位互換関係文書 学務課（大学院室） 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部大学院課修士課程係 廃棄

大学院課 教務 教育職員免許状に関するもの 2019年度教育職員免許状一括申請関係文書 学務課（大学院室） 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部大学院課修士課程係 廃棄

大学院課 人事 出張に関するもの 2019年度大学院学生の出張依頼関係文書 学務課（大学院室） 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部大学院課修士課程係 廃棄

大学院課 教務 学生名簿 2019年度学生名簿 学務課（大学院室） 2019年度 2020年4月1日 10年 2029年度末
電子:共有サー
バー内

事務室 学務部大学院課修士課程係 廃棄

大学院課 教務 学生の在籍に関するもの 学生記録 学務課（大学院室） 2019年度 2020年4月1日 修了後5年 2024年度末 紙 事務室 学務部大学院課修士課程係 廃棄

大学院課 人事 人事（採用等） 令和元年度実施計画書（ティーチングアシスタント） 学務部学務課大学院室博士課程係 2019.年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部大学院課博士課程係 廃棄

大学院課 人事 人事（採用等） 令和元年度実施計画書（リサーチアシスタント） 学務部学務課大学院室博士課程係 2019.年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部大学院課博士課程係 廃棄

大学院課 人事 人事（採用等） 令和元年度実施報告書（リサーチアシスタント） 学務部学務課大学院室博士課程係 2019.年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部大学院課博士課程係 廃棄

大学院課 教務 学位授与に関するもの 令和元年度学位（博士）授与報告書（文部科学省） 学務部学務課大学院室博士課程係 2019.年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部大学院課博士課程係 廃棄

大学院課 教務 学位授与に関するもの 令和元年度学位授与名簿（国会図書館） 学務部学務課大学院室博士課程係 2019.年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 電子データ 事務室 学務部大学院課博士課程係 廃棄

大学院課 会計 予算配分に関する文書 令和元年度予算配分通知（ティーチングアシスタント） 学務部学務課大学院室博士課程係 2019.年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部大学院課博士課程係 廃棄

大学院課 会計 予算配分に関する文書 令和元年度予算配分通知（リサーチアシスタント） 学務部学務課大学院室博士課程係 2019.年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部大学院課博士課程係 廃棄

大学院課 人事 勤務時間報告書 令和元年度勤務時間報告書（ティーチングアシスタント) 学務部学務課大学院室博士課程係 2019.年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部大学院課博士課程係 廃棄

大学院課 人事 勤務時間報告書 令和元年度勤務時間報告書（リサーチアシスタント） 学務部学務課大学院室博士課程係 2019.年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部大学院課博士課程係 廃棄

大学院課 管理・運営 会議資料 令和元年度会議資料（研究科委員会） 学務部学務課大学院室博士課程係 2019.年度 2020年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部大学院課博士課程係 廃棄

大学院課 管理・運営 会議資料 令和元年度会議資料（拡大研究科委員会） 学務部学務課大学院室博士課程係 2019.年度 2020年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部大学院課博士課程係 廃棄

大学院課 管理・運営 会議資料 令和元年度会議資料（構成大学委員会） 学務部学務課大学院室博士課程係 2019.年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部大学院課博士課程係 廃棄

大学院課 管理・運営 会議資料 令和元年度会議資料（博士研究科運営委員会（学芸大学）） 学務部学務課大学院室博士課程係 2019.年度 2020年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部大学院課博士課程係 廃棄

大学院課 管理・運営 会議資料 令和元年度会議資料（博士研究科拡大運営委員会（学芸大学）） 学務部学務課大学院室博士課程係 2019.年度 2020年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部大学院課博士課程係 廃棄

大学院課 管理・運営 会議資料 令和元年度会議資料（「学校教育学研究論集」編集委員会） 学務部学務課大学院室博士課程係 2019.年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部大学院課博士課程係 廃棄

大学院課 管理・運営 議事要録 議事要録（印刷物）（研究科委員会） 学務部学務課大学院室博士課程係 2019.年度 2020年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部大学院課博士課程係 廃棄

大学院課 管理・運営 議事要録 議事要録（印刷物）（拡大研究科委員会） 学務部学務課大学院室博士課程係 2019.年度 2020年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部大学院課博士課程係 廃棄

大学院課 管理・運営 議事要録 議事要録（印刷物）（博士研究科運営委員会（学芸大学）） 学務部学務課大学院室博士課程係 2019.年度 2020年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部大学院課博士課程係 廃棄

大学院課 管理・運営 議事要録 議事要録（印刷物）（博士研究科拡大運営委員会（学芸大学）） 学務部学務課大学院室博士課程係 2019.年度 2020年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部大学院課博士課程係 廃棄

大学院課 教務 履修届 履修届 学務部学務課大学院室博士課程係 2019.年度 2020年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部大学院課博士課程係 廃棄

大学院課 教務 学位授与に関するもの 学位論文審査申請書 学務部学務課大学院室博士課程係 2019.年度 2020年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部大学院課博士課程係 廃棄

大学院課 教務 学位授与に関するもの 学位論文審査委員会候補者名簿 学務部学務課大学院室博士課程係 2019.年度 2020年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部大学院課博士課程係 廃棄

大学院課 教務 学位授与に関するもの 学位論文 学務部学務課大学院室博士課程係 2019.年度 2020年4月1日 無期限 電子データ 図書館 学務部大学院課博士課程係 廃棄

大学院課 教務 学位授与に関するもの
学位授与に係る論文の内容の要旨，論文審査の結果の要旨及び
最終試験結果の要旨

学務部学務課大学院室博士課程係 2019.年度 2020年4月1日 無期限 電子データ HP（学内サーバ） 学務部大学院課博士課程係 廃棄

大学院課 教務 学位授与に関するもの 学位授与に係る論文の内容の要旨及び論文審査の結果の要旨 学務部学務課大学院室博士課程係 2019.年度 2020年4月1日 無期限 電子データ HP（学内サーバ） 学務部大学院課博士課程係 廃棄

大学院課 教務 学位授与に関するもの 学位簿（甲） 学務部学務課大学院室博士課程係 2019.年度 2020年4月1日 無期限 電子データ 事務室 学務部大学院課博士課程係 廃棄

大学院課 教務 学位授与に関するもの 学位簿（乙） 学務部学務課大学院室博士課程係 2019.年度 2020年4月1日 無期限 電子データ 事務室 学務部大学院課博士課程係 廃棄

大学院課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

令和元年度出勤簿（ティーチングアシスタント） 学務部学務課大学院室博士課程係 2019.年度 2020年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部大学院課博士課程係 廃棄

大学院課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

令和元年度出勤簿（リサーチアシスタント） 学務部学務課大学院室博士課程係 2019.年度 2020年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部大学院課博士課程係 廃棄

大学院課 管理・運営 会議資料 教育学研究科運営委員会会議資料 学務部学務課大学院室教職大学院係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部大学院課教職大学院係 廃棄

大学院課 教務 履修便覧 履修便覧（授業概要・時間割） 学務部学務課大学院室教職大学院係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部大学院課教職大学院係 廃棄

大学院課 教務 指導教員名簿 指導教員名簿 学務部学務課大学院室教職大学院係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末
電子:共有サー
バー内

事務室 学務部大学院課教職大学院係 廃棄

大学院課 教務 証明書 証明書等発行願 学務部学務課大学院室教職大学院係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部大学院課教職大学院係 廃棄

大学院課 教務 実習関係 実習関係文書・資料 学務部学務課大学院室教職大学院係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部大学院課教職大学院係 廃棄

大学院課 管理・運営 教育委員会 教育委員会関係文書・資料 学務部学務課大学院室教職大学院係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部大学院課教職大学院係 廃棄

大学院課 教務 学生名簿 学生名簿 学務部学務課大学院室教職大学院係 2019年度 2020年4月1日 10年 2029年度末
電子:共有サー
バー内

事務室 学務部大学院課教職大学院係 廃棄

大学院課 教務 学生の在籍に関するもの 学生記録 学務部学務課大学院室教職大学院係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部大学院課教職大学院係 廃棄

大学院課 教務 学籍に関するもの 修了者名簿，退学者名簿，除籍者名簿 学務部学務課大学院室教職大学院係 2019年度 2020年4月1日 無期限
電子:共有サー
バー内

事務室 学務部大学院課教職大学院係 廃棄

大学院課 教務
退学，休学，復学に関するも
の

退学届，休学届，復学届 学務部学務課大学院室教職大学院係 2019年度 2020年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部大学院課教職大学院係 廃棄

大学院課 会計 資産台帳 資産台帳 学務部学務課大学院室教職大学院係 2019年度 2020年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部大学院課教職大学院係 廃棄

大学院課 管理・運営 課程認定申請書・変更届 課程認定申請書・変更届 学務部学務課大学院室教職大学院係 2019年度 2020年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部大学院課教職大学院係 廃棄
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部局名 １）大分類 ２）中分類 ３）小分類（法人文書ファイル名） ４）作成・取得者
５）作成・取得年度
等

６）起算日 ７）保存期間
８）保存期間
    満了時期

９）媒体の種別 10）保存場所 11）管理担当課・係
12)保存期間満
了時の措置

備考

大学院課 教務
授業科目評価（成績）に関す
るもの

令和2年度授業科目評価（成績）関係文書 学務部大学院課修士課程係 2020年度 2021年4月1日 3年 2023年度末 紙 事務室 学務部大学院課修士課程係 廃棄

大学院課 教務
学生証等各種証明書発行に
関するもの

令和2年度各種証明書発行願 学務部大学院課修士課程係 2020年度 2021年4月1日 3年 2023年度末 紙 事務室 学務部大学院課修士課程係 廃棄

大学院課 教務
授業科目評価（成績）に関す
るもの

令和2年度授業科目評価（成績）関係文書 学務部大学院課修士課程係 2020年度 2021年4月1日 3年 2023年度末
電子:共有サー
バー内

事務室 学務部大学院課修士課程係 廃棄

大学院課 教務
学生証等各種証明書発行に
関するもの

令和2年度各種証明書発行願 学務部大学院課修士課程係 2020年度 2021年4月1日 3年 2023年度末
電子:共有サー
バー内

事務室 学務部大学院課修士課程係 廃棄

大学院課 教務
非常勤講師授業依頼に関する
もの

令和2年度非常勤講師授業依頼関係文書 学務部大学院課修士課程係 2020年度 2021年4月1日 3年 2023年度末 紙 事務室 学務部大学院課修士課程係 廃棄

大学院課 会計 物品購入依頼書 令和2年度購入依頼書 学務部大学院課修士課程係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部大学院課修士課程係 廃棄

大学院課 教務 時間割関係・履修便覧 令和2年度授業時間割関係文書・履修便覧 学務部大学院課修士課程係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部大学院課修士課程係 廃棄

大学院課 教務 指導教員選定届 令和2年度指導教員選定届 学務部大学院課修士課程係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部大学院課修士課程係 廃棄

大学院課 会計 予算配分に関する文書 令和2年度予算配分通知 学務部大学院課修士課程係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部大学院課修士課程係 廃棄

大学院課 教務
研究実施計画及び研究指導
計画書、実施計画書

令和2年度 研究実施計画及び研究指導計画書、実施計画書 学務部大学院課修士課程係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部大学院課修士課程係 廃棄

大学院課 人事 勤務時間報告書 令和2年度勤務時間報告書（ティーチングアシスタント） 学務部大学院課修士課程係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部大学院課修士課程係 廃棄

大学院課 教務 出願要項 令和2年度科目等履修生出願要項 学務部大学院課修士課程係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部大学院課修士課程係 廃棄

大学院課 教務 出願書類 令和2年度科目等履修生出願書類一式 学務部大学院課修士課程係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部大学院課修士課程係 廃棄

大学院課 教務 科目等履修生に関するもの 令和2年度科目等履修生履修可能科目一覧 学務部大学院課修士課程係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部大学院課修士課程係 廃棄

大学院課 教務 学生の在籍に関するもの 令和2年度科目等履修生名簿 学務部大学院課修士課程係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部大学院課修士課程係 廃棄

大学院課 教務 シラバス 令和2年度シラバス 学務部大学院課修士課程係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末
電子:共有サー
バー内

事務室 学務部大学院課修士課程係 廃棄

大学院課 会計
債権発生通知及びこれに関す
る決裁文書

令和2年度授業料債権関係文書 学務部大学院課修士課程係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部大学院課修士課程係 廃棄

大学院課 教務 単位認定に関するもの 令和2年度単位認定（既修得・外国の大学院での修得）関係文書 学務部大学院課修士課程係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部大学院課修士課程係 廃棄

大学院課 教務 学生数一覧 令和2年度学生数一覧 学務部大学院課修士課程係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末
電子:共有サー
バー内

事務室 学務部大学院課修士課程係 廃棄

大学院課 教務 単位互換に関するもの 令和2年度単位互換関係文書 学務部大学院課修士課程係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部大学院課修士課程係 廃棄

大学院課 教務 教育職員免許状に関するもの 令和2年度教育職員免許状一括申請関係文書 学務部大学院課修士課程係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部大学院課修士課程係 廃棄

大学院課 人事 出張に関するもの 令和2年度大学院学生の出張依頼関係文書 学務部大学院課修士課程係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部大学院課修士課程係 廃棄

大学院課 教務 学生名簿 令和2年度学生名簿 学務部大学院課修士課程係 2020年度 2021年4月1日 10年 2030年度末
電子:共有サー
バー内

事務室 学務部大学院課修士課程係 廃棄

大学院課 教務 学生の在籍に関するもの 学生記録 学務部大学院課修士課程係 2020年度 2021年4月1日 修了後5年 2025年度末 紙 事務室 学務部大学院課修士課程係 廃棄

大学院課 教務 学籍に関するもの 令和2年度大学院博士課程修了・退学・除籍者学籍簿 学務部大学院課博士課程係 2020.年度 2021年4月1日 無期限 紙 保管庫 学務部大学院課博士課程係 廃棄

大学院課 人事 人事（採用等） 令和2年度ティーチングアシスタント（ＴＡ） 学務部大学院課博士課程係 2020.年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部大学院課博士課程係 廃棄

大学院課 人事 人事（採用等） 令和2年度リサーチアシスタント（ＲＡ） 学務部大学院課博士課程係 2020.年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部大学院課博士課程係 廃棄

大学院課 教務 学位授与に関するもの 令和2年度学位（博士）授与報告書（文部科学省） 学務部大学院課博士課程係 2020.年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部大学院課博士課程係 廃棄

大学院課 教務 学位授与に関するもの 令和2年度学位授与名簿（国会図書館） 学務部大学院課博士課程係 2020.年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 電子データ 事務室 学務部大学院課博士課程係 廃棄

大学院課 管理・運営 会議資料 令和2年度会議資料（研究科委員会） 学務部大学院課博士課程係 2020.年度 2021年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部大学院課博士課程係 廃棄

大学院課 管理・運営 会議資料 令和2年度会議資料（拡大研究科委員会） 学務部大学院課博士課程係 2020.年度 2021年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部大学院課博士課程係 廃棄

大学院課 管理・運営 会議資料 令和2年度会議資料（構成大学委員会） 学務部大学院課博士課程係 2020.年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部大学院課博士課程係 廃棄

大学院課 管理・運営 会議資料 令和2年度会議資料（博士研究科運営委員会（学芸大学）） 学務部大学院課博士課程係 2020.年度 2021年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部大学院課博士課程係 廃棄

大学院課 管理・運営 会議資料 令和2年度会議資料（博士研究科拡大運営委員会（学芸大学）） 学務部大学院課博士課程係 2020.年度 2021年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部大学院課博士課程係 廃棄

大学院課 管理・運営 会議資料 令和2年度会議資料（「学校教育学研究論集」編集委員会） 学務部大学院課博士課程係 2020.年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部大学院課博士課程係 廃棄

大学院課 教務 履修届 令和2年度単位履修届 学務部大学院課博士課程係 2020.年度 2021年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部大学院課博士課程係 廃棄

大学院課 教務 学位授与に関するもの 令和2年度学位論文審査関係（課程博士） 学務部大学院課博士課程係 2020.年度 2021年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部大学院課博士課程係 廃棄

大学院課 教務 学位授与に関するもの 令和2年度学位論文審査関係（論文博士） 学務部大学院課博士課程係 2020.年度 2021年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部大学院課博士課程係 廃棄

大学院課 教務 学位授与に関するもの 学位論文 学務部大学院課博士課程係 2020.年度 2021年4月1日 無期限 紙 図書館 学務部大学院課博士課程係 廃棄

大学院課 教務 学位授与に関するもの 学位簿（甲） 学務部大学院課博士課程係 2020.年度 2021年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部大学院課博士課程係 廃棄

大学院課 教務 学位授与に関するもの 学位簿（乙） 学務部大学院課博士課程係 2020.年度 2021年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部大学院課博士課程係 廃棄

大学院課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

令和2年度出勤簿（ティーチングアシスタント） 学務部大学院課博士課程係 2020.年度 2021年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部大学院課博士課程係 廃棄

大学院課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

令和2年度出勤簿（リサーチアシスタント） 学務部大学院課博士課程係 2020.年度 2021年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部大学院課博士課程係 廃棄

大学院課 管理・運営 会議資料 教育学研究科運営委員会会議資料 学務部大学院課教職大学院係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部大学院課教職大学院係 廃棄

大学院課 教務 履修便覧 履修便覧（授業概要・時間割） 学務部大学院課教職大学院係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部大学院課教職大学院係 廃棄

大学院課 教務 指導教員名簿 指導教員名簿 学務部大学院課教職大学院係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末
電子:共有サー
バー内

事務室 学務部大学院課教職大学院係 廃棄

大学院課 教務 証明書 証明書等発行願 学務部大学院課教職大学院係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部大学院課教職大学院係 廃棄

大学院課 教務 実習関係 実習関係文書・資料 学務部大学院課教職大学院係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部大学院課教職大学院係 廃棄

大学院課 管理・運営 教育委員会 教育委員会関係文書・資料 学務部大学院課教職大学院係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部大学院課教職大学院係 廃棄

大学院課 教務 学生名簿 学生名簿 学務部大学院課教職大学院係 2020年度 2021年4月1日 10年 2030年度末
電子:共有サー
バー内

事務室 学務部大学院課教職大学院係 廃棄

大学院課 教務 学生の在籍に関するもの 学生記録 学務部大学院課教職大学院係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部大学院課教職大学院係 廃棄

大学院課 教務 学籍に関するもの 修了者名簿，退学者名簿，除籍者名簿 学務部大学院課教職大学院係 2020年度 2021年4月1日 無期限
電子:共有サー
バー内

事務室 学務部大学院課教職大学院係 廃棄

大学院課 教務
退学，休学，復学に関するも
の

退学届，休学届，復学届 学務部大学院課教職大学院係 2020年度 2021年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部大学院課教職大学院係 廃棄

大学院課 会計 資産台帳 資産台帳 学務部大学院課教職大学院係 2020年度 2021年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部大学院課教職大学院係 廃棄

大学院課 管理・運営 課程認定申請書・変更届 課程認定申請書・変更届 学務部大学院課教職大学院係 2020年度 2021年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部大学院課教職大学院係 廃棄

大学院課 教務 心理実習に関するもの 平成29年度心理実習関係 学務部大学院課修士課程係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部大学院課修士課程係 廃棄

大学院課 教務 心理実習に関するもの 平成30年度心理実習関係 学務部大学院課修士課程係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部大学院課修士課程係 廃棄

大学院課 教務 心理実習に関するもの 令和元年度心理実習関係 学務部大学院課修士課程係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部大学院課修士課程係 廃棄

大学院課 教務 心理実習に関するもの 令和2年度心理実習関係 学務部大学院課修士課程係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部大学院課修士課程係 廃棄

大学院課 会計 謝金 平成29年度謝金 学務部大学院課修士課程係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部大学院課修士課程係 廃棄

大学院課 会計 謝金 平成30年度謝金 学務部大学院課修士課程係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部大学院課修士課程係 廃棄
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部局名 １）大分類 ２）中分類 ３）小分類（法人文書ファイル名） ４）作成・取得者
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等
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12)保存期間満
了時の措置

備考

大学院課 会計 謝金 令和元年度謝金 学務部大学院課修士課程係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部大学院課修士課程係 廃棄

大学院課 会計 謝金 令和2年度謝金 学務部大学院課修士課程係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部大学院課修士課程係 廃棄

大学院課 会計 旅行命令簿 令和元年度旅行命令伺 学務部大学院課修士課程係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部大学院課修士課程係 廃棄

大学院課 会計 旅行命令簿 令和2年度旅行命令伺 学務部大学院課修士課程係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部大学院課修士課程係 廃棄

大学院課 人事 勤務時間記録簿 令和元年度勤務時間記録簿 学務部大学院課修士課程係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部大学院課修士課程係 廃棄

大学院課 人事 勤務時間記録簿 令和2年度勤務時間記録簿 学務部大学院課修士課程係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部大学院課修士課程係 廃棄

大学院課 人事
休暇簿等の給与簿に関するも
の

令和元年度休暇簿 学務部大学院課修士課程係 2019年度 2020年4月1日 3年 2024年度末 紙 事務室 学務部大学院課修士課程係 廃棄

大学院課 人事
休暇簿等の給与簿に関するも
の

令和2年度休暇簿 学務部大学院課修士課程係 2020年度 2021年4月1日 3年 2025年度末 紙 事務室 学務部大学院課修士課程係 廃棄

大学院課 会計 資産台帳 資産台帳 学務部大学院課修士課程係 2005年度 2006年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部大学院課修士課程係 廃棄 随時更新

大学院課 教務
退学，休学，復学に関するも
の

学生異動関係 学務部大学院課修士課程係 2010年度 2011年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部大学院課修士課程係 廃棄 随時更新

大学院課 人事 人事（採用等） 平成29年度実施計画書（ティーチングアシスタント） 学務部大学院課修士課程係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部大学院課修士課程係 廃棄

大学院課 人事 人事（採用等） 平成30年度実施計画書（ティーチングアシスタント） 学務部大学院課修士課程係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部大学院課修士課程係 廃棄

大学院課 人事 人事（採用等） 令和元年度実施計画書（ティーチングアシスタント） 学務部大学院課修士課程係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部大学院課修士課程係 廃棄

大学院課 人事 人事（採用等） 令和2年度実施計画書（ティーチングアシスタント） 学務部大学院課修士課程係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部大学院課修士課程係 廃棄

大学院課 人事 勤務時間報告書 平成29年度勤務時間報告書(ティーチングアシスタント） 学務部大学院課修士課程係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部大学院課修士課程係 廃棄

大学院課 人事 勤務時間報告書 平成30年度勤務時間報告書(ティーチングアシスタント） 学務部大学院課修士課程係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部大学院課修士課程係 廃棄

大学院課 人事 勤務時間報告書 令和元年度勤務時間報告書(ティーチングアシスタント） 学務部大学院課修士課程係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部大学院課修士課程係 廃棄

大学院課 人事 勤務時間報告書 令和2年度勤務時間報告書(ティーチングアシスタント） 学務部大学院課修士課程係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部大学院課修士課程係 廃棄

大学院課 管理・運営 会議資料 平成29年度教育学研究科運営委員会会議資料 学務部大学院課修士課程係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部大学院課修士課程係 廃棄

大学院課 管理・運営 会議資料 平成30年度教育学研究科運営委員会会議資料 学務部大学院課修士課程係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部大学院課修士課程係 廃棄

大学院課 管理・運営 会議資料 令和元年度教育学研究科運営委員会会議資料 学務部大学院課修士課程係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部大学院課修士課程係 廃棄

大学院課 教務 心理実習に関するもの 令和3年度心理実習関係 学務部大学院課修士課程係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 学務部大学院課修士課程係 廃棄

大学院課 教務 出願書類 令和3年度大学院研究生出願書類一式 学務部大学院課修士課程係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 学務部大学院課修士課程係 廃棄

大学院課 教務 出願要項 令和3年度大学院研究生出願要項 学務部大学院課修士課程係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 学務部大学院課修士課程係 廃棄

大学院課 人事 勤務時間報告書 令和3年度勤務時間報告書(ティーチングアシスタント） 学務部大学院課修士課程係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 学務部大学院課修士課程係 廃棄

大学院課 会計 謝金 令和3年度謝金 学務部大学院課修士課程係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 学務部大学院課修士課程係 廃棄

大学院課 会計 旅行命令簿 令和3年度旅行命令伺 学務部大学院課修士課程係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 学務部大学院課修士課程係 廃棄

大学院課 人事
休暇簿等の給与簿に関するも
の

令和3年度休暇簿 学務部大学院課修士課程係 2021年度 2022年4月1日 3年 2026年度末 紙 事務室 学務部大学院課修士課程係 廃棄

大学院課 人事 勤務時間記録簿 令和3年度勤務時間記録簿 学務部大学院課修士課程係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 学務部大学院課修士課程係 廃棄

大学院課 人事 人事（採用等） 令和3年度実施計画書（ティーチングアシスタント） 学務部大学院課修士課程係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 学務部大学院課修士課程係 廃棄

大学院課 教務
授業科目評価（成績）に関す
るもの

令和3年度授業科目評価（成績）関係文書 学務部大学院課修士課程係 2021年度 2022年4月1日 3年 2024年度末 紙 事務室 学務部大学院課修士課程係 廃棄

大学院課 教務
学生証等各種証明書発行に
関するもの

令和3年度各種証明書発行願 学務部大学院課修士課程係 2021年度 2022年4月1日 3年 2024年度末 紙 事務室 学務部大学院課修士課程係 廃棄

大学院課 教務
授業科目評価（成績）に関す
るもの

令和3年度授業科目評価（成績）関係文書 学務部大学院課修士課程係 2021年度 2022年4月1日 3年 2024年度末
電子:共有サー
バー内

事務室 学務部大学院課修士課程係 廃棄

大学院課 教務
学生証等各種証明書発行に
関するもの

令和3年度各種証明書発行願 学務部大学院課修士課程係 2021年度 2022年4月1日 3年 2024年度末
電子:共有サー
バー内

事務室 学務部大学院課修士課程係 廃棄

大学院課 教務
非常勤講師授業依頼に関する
もの

令和3年度非常勤講師授業依頼関係文書 学務部大学院課修士課程係 2021年度 2022年4月1日 3年 2024年度末 紙 事務室 学務部大学院課修士課程係 廃棄

大学院課 会計 物品購入依頼書 令和3年度購入依頼書 学務部大学院課修士課程係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 学務部大学院課修士課程係 廃棄

大学院課 教務 時間割関係・履修便覧 令和3年度授業時間割関係文書・履修便覧 学務部大学院課修士課程係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 学務部大学院課修士課程係 廃棄

大学院課 教務 指導教員選定届 令和3年度指導教員選定届 学務部大学院課修士課程係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 学務部大学院課修士課程係 廃棄

大学院課 会計 予算配分に関する文書 令和3年度予算配分通知 学務部大学院課修士課程係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 学務部大学院課修士課程係 廃棄

大学院課 教務
研究実施計画及び研究指導
計画書、実施計画書

令和3年度 研究実施計画及び研究指導計画書、実施計画書 学務部大学院課修士課程係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 学務部大学院課修士課程係 廃棄

大学院課 人事 勤務時間報告書 令和3年度勤務時間報告書（ティーチングアシスタント） 学務部大学院課修士課程係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 学務部大学院課修士課程係 廃棄

大学院課 教務 学生の在籍に関するもの 令和3年度科目等履修生名簿 学務部大学院課修士課程係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 学務部大学院課修士課程係 廃棄

大学院課 教務 シラバス 令和3年度シラバス 学務部大学院課修士課程係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末
電子:共有サー
バー内

事務室 学務部大学院課修士課程係 廃棄

大学院課 会計
債権発生通知及びこれに関す
る決裁文書

令和3年度授業料債権関係文書 学務部大学院課修士課程係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 学務部大学院課修士課程係 廃棄

大学院課 教務 単位認定に関するもの 令和3年度単位認定（既修得・外国の大学院での修得）関係文書 学務部大学院課修士課程係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 学務部大学院課修士課程係 廃棄

大学院課 教務 学生数一覧 令和3年度学生数一覧 学務部大学院課修士課程係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末
電子:共有サー
バー内

事務室 学務部大学院課修士課程係 廃棄

大学院課 教務 単位互換に関するもの 令和3年度単位互換関係文書 学務部大学院課修士課程係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 学務部大学院課修士課程係 廃棄

大学院課 教務 教育職員免許状に関するもの 令和3年度教育職員免許状一括申請関係文書 学務部大学院課修士課程係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 学務部大学院課修士課程係 廃棄

大学院課 人事 出張に関するもの 令和3年度大学院学生の出張依頼関係文書 学務部大学院課修士課程係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 学務部大学院課修士課程係 廃棄

大学院課 教務 学生名簿 令和3年度学生名簿 学務部大学院課修士課程係 2021年度 2022年4月1日 10年 2040年度末
電子:共有サー
バー内

事務室 学務部大学院課修士課程係 廃棄

大学院課 教務 学生の在籍に関するもの 学生記録 学務部大学院課修士課程係 2021年度 2022年4月1日 修了後5年 2026年度末 紙 事務室 学務部大学院課修士課程係 廃棄

大学院課 教務 出願要項 令和3年度科目等履修生出願要項 学務部大学院課修士課程係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 学務部大学院課修士課程係 廃棄

大学院課 教務 出願書類 令和3年度科目等履修生出願書類一式 学務部大学院課修士課程係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 学務部大学院課修士課程係 廃棄

大学院課 管理・運営 会議資料 教育学研究科運営委員会会議資料 学務部大学院課教職大学院係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 学務部大学院課教職大学院係 廃棄

大学院課 教務 履修便覧 履修便覧（授業概要・時間割） 学務部大学院課教職大学院係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 学務部大学院課教職大学院係 廃棄

大学院課 教務 指導教員名簿 指導教員名簿 学務部大学院課教職大学院係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末
電子:共有サー
バー内

事務室 学務部大学院課教職大学院係 廃棄

大学院課 教務 証明書 証明書等発行願 学務部大学院課教職大学院係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 学務部大学院課教職大学院係 廃棄

大学院課 教務 実習関係 実習関係文書・資料 学務部大学院課教職大学院係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 学務部大学院課教職大学院係 廃棄

大学院課 管理・運営 教育委員会 教育委員会関係文書・資料 学務部大学院課教職大学院係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 学務部大学院課教職大学院係 廃棄

大学院課 教務 学生名簿 学生名簿 学務部大学院課教職大学院係 2021年度 2022年4月1日 10年 2031年度末
電子:共有サー
バー内

事務室 学務部大学院課教職大学院係 廃棄

大学院課 教務 学生の在籍に関するもの 学生記録 学務部大学院課教職大学院係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 学務部大学院課教職大学院係 廃棄
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法人文書ファイル管理簿データ（全学）

部局名 １）大分類 ２）中分類 ３）小分類（法人文書ファイル名） ４）作成・取得者
５）作成・取得年度
等

６）起算日 ７）保存期間
８）保存期間
    満了時期

９）媒体の種別 10）保存場所 11）管理担当課・係
12)保存期間満
了時の措置

備考

大学院課 教務 学籍に関するもの 修了者名簿，退学者名簿，除籍者名簿 学務部大学院課教職大学院係 2021年度 2022年4月1日 無期限
電子:共有サー
バー内

事務室 学務部大学院課教職大学院係 廃棄

大学院課 教務
退学，休学，復学に関するも
の

退学届，休学届，復学届 学務部大学院課教職大学院係 2021年度 2022年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部大学院課教職大学院係 廃棄

大学院課 会計 資産台帳 資産台帳 学務部大学院課教職大学院係 2021年度 2022年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部大学院課教職大学院係 廃棄

大学院課 管理・運営 課程認定申請書・変更届 課程認定申請書・変更届 学務部大学院課教職大学院係 2021年度 2022年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部大学院課教職大学院係 廃棄

大学院課 教務 学籍に関するもの 令和3年度大学院博士課程修了・退学・除籍者学籍簿 学務部大学院課博士課程係 2021年度 2022年4月1日 無期限 紙 保管庫 学務部大学院課博士課程係 廃棄

大学院課 人事 人事（採用等） 令和3年度ティーチングアシスタント（ＴＡ） 学務部大学院課博士課程係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 学務部大学院課博士課程係 廃棄

大学院課 人事 人事（採用等） 令和3年度リサーチアシスタント（ＲＡ） 学務部大学院課博士課程係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 学務部大学院課博士課程係 廃棄

大学院課 教務 学位授与に関するもの 令和3年度学位（博士）授与報告書（文部科学省） 学務部大学院課博士課程係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 学務部大学院課博士課程係 廃棄

大学院課 教務 学位授与に関するもの 令和3年度学位授与名簿（国会図書館） 学務部大学院課博士課程係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 電子データ 事務室 学務部大学院課博士課程係 廃棄

大学院課 管理・運営 会議資料 令和3年度会議資料（研究科委員会） 学務部大学院課博士課程係 2021年度 2022年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部大学院課博士課程係 廃棄

大学院課 管理・運営 会議資料 令和3年度会議資料（拡大研究科委員会） 学務部大学院課博士課程係 2021年度 2022年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部大学院課博士課程係 廃棄

大学院課 管理・運営 会議資料 令和3年度会議資料（構成大学委員会） 学務部大学院課博士課程係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 学務部大学院課博士課程係 廃棄

大学院課 管理・運営 会議資料 令和3年度会議資料（博士研究科運営委員会（学芸大学）） 学務部大学院課博士課程係 2021年度 2022年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部大学院課博士課程係 廃棄

大学院課 管理・運営 会議資料 令和3年度会議資料（博士研究科拡大運営委員会（学芸大学）） 学務部大学院課博士課程係 2021年度 2022年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部大学院課博士課程係 廃棄

大学院課 管理・運営 会議資料 令和3年度会議資料（「学校教育学研究論集」編集委員会） 学務部大学院課博士課程係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 学務部大学院課博士課程係 廃棄

大学院課 教務 履修届 令和3年度単位履修届 学務部大学院課博士課程係 2021年度 2022年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部大学院課博士課程係 廃棄

大学院課 教務 学位授与に関するもの 令和3年度学位論文審査関係（課程博士） 学務部大学院課博士課程係 2021年度 2022年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部大学院課博士課程係 廃棄

大学院課 教務 学位授与に関するもの 令和3年度学位論文審査関係（論文博士） 学務部大学院課博士課程係 2021年度 2022年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部大学院課博士課程係 廃棄

大学院課 教務 学位授与に関するもの 学位論文 学務部大学院課博士課程係 2021年度 2022年4月1日 無期限 紙 図書館 学務部大学院課博士課程係 廃棄

大学院課 教務 学位授与に関するもの 学位簿（甲） 学務部大学院課博士課程係 2021年度 2022年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部大学院課博士課程係 廃棄

大学院課 教務 学位授与に関するもの 学位簿（乙） 学務部大学院課博士課程係 2021年度 2022年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部大学院課博士課程係 廃棄

大学院課 教務 学生名簿 令和3年度学生名簿 学務部大学院課博士課程係 2021年度 2022年4月1日 10年 2040年度末
電子:共有サー
バー内

事務室 学務部大学院課博士課程係 廃棄

大学院課 教務 学生の在籍に関するもの 学生記録 学務部大学院課博士課程係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 学務部大学院課博士課程係 廃棄

大学院課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

令和3年度出勤簿（ティーチングアシスタント） 学務部大学院課博士課程係 2021年度 2022年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部大学院課博士課程係 廃棄

大学院課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

令和3年度出勤簿（リサーチアシスタント） 学務部大学院課博士課程係 2021年度 2022年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部大学院課博士課程係 廃棄

学生課 教務
学生の懲戒等身分の異動に
関するもので重要なもの

平成4年度学生の懲戒に関する文書 学務部学生サービス課学生生活係 1992年度 1993年4月1日 30年 2022年度末 紙 事務室 学務部学生課学生支援係 廃棄

学生課 教務
学生の健康管理に関するもの
で重要なもので，30年保存が
必要であると認めるもの

平成4年度特別健康診断関係書類 保健管理センター 1992年度 1993年4月1日 30年 2022年度末 紙 事務室 保健管理センター（長） 廃棄

学生課 教務
学生の健康管理に関するもの
で重要なもので，30年保存が
必要であると認めるもの

平成5年度特別健康診断関係書類 保健管理センター 1993年度 1994年4月1日 30年 2023年度末 紙 事務室 保健管理センター（長） 廃棄

学生課 教務
学生の健康管理に関するもの
で重要なもので，30年保存が
必要であると認めるもの

平成6年度特別健康診断関係書類 保健管理センター 1994年度 1995年4月1日 30年 2024年度末 紙 事務室 保健管理センター（長） 廃棄

学生課 教務
学生の懲戒等身分の異動に
関するもので重要なもの

平成７年度学生の懲戒に関する文書 学生部厚生課厚生企画係 1995年度 1996年4月1日 30年 2025年度末 紙 事務室 学務部学生課学生支援係 廃棄

学生課 教務
学生の健康管理に関するもの
で重要なもので，30年保存が
必要であると認めるもの

平成7年度特別健康診断関係書類 保健管理センター 1995年度 1996年4月1日 30年 2025年度末 紙 事務室 保健管理センター（長） 廃棄

学生課 教務
学生の健康管理に関するもの
で重要なもので，30年保存が
必要であると認めるもの

平成8年度特別健康診断関係書類 保健管理センター 1996年度 1997年4月1日 30年 2026年度末 紙 事務室 保健管理センター（長） 廃棄

学生課 教務
学生の健康管理に関するもの
で重要なもので，30年保存が
必要であると認めるもの

平成9年度特別健康診断関係書類 保健管理センター 1997年度 1998年4月1日 30年 2027年度末 紙 事務室 保健管理センター（長） 廃棄

学生課 教務
学生の健康管理に関するもの
で重要なもので，30年保存が
必要であると認めるもの

平成10年度特別健康診断関係書類 保健管理センター 1998年度 1999年4月1日 30年 2028年度末 紙 事務室 保健管理センター（長） 廃棄

学生課 教務
学生の懲戒等身分の異動に
関するもので重要なもの

平成11年度学生の懲戒に関する文書 学務部学生サービス課学生生活係 1999年度 2000年4月1日 30年 2029年度末 紙 事務室 学務部学生課学生支援係 廃棄

学生課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成11年度非常勤職員出勤簿 学務部学務課 1999年度 2000年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部学生課厚生係 廃棄

学生課 教務
学生の健康管理に関するもの
で重要なもので，30年保存が
必要であると認めるもの

平成11年度特別健康診断関係書類 保健管理センター 1999年度 2000年4月1日 30年 2029年度末 紙 事務室 保健管理センター（長） 廃棄

学生課 教務
学生の懲戒等身分の異動に
関するもので重要なもの

平成12年度学生の懲戒に関する文書 学務部学生サービス課学生生活係 2000年度 2001年4月1日 30年 2030年度末 紙 事務室 学務部学生課学生支援係 廃棄

学生課 教務
学生の健康管理に関するもの
で重要なもので，30年保存が
必要であると認めるもの

平成12年度特別健康診断関係書類 保健管理センター 2000年度 2001年4月1日 30年 2030年度末 紙 事務室 保健管理センター（長） 廃棄

学生課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成12年度非常勤出勤簿 保健管理センター 2000年度 2001年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部学生課厚生係 廃棄

学生課 教務
学生の懲戒等身分の異動に
関するもので重要なもの

平成13年度学生の懲戒に関する文書 学務部学生サービス課学生生活係 2001年度 2002年4月1日 30年 2031年度末 紙 事務室 学務部学生課学生支援係 廃棄

学生課 教務
学生の健康管理に関するもの
で重要なもので，30年保存が
必要であると認めるもの

平成13年度特別健康診断関係書類 保健管理センター 2001年度 2002年4月1日 30年 2031年度末 紙 事務室 保健管理センター（長） 廃棄

学生課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成13年度非常勤出勤簿 保健管理センター 2001年度 2002年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部学生課厚生係 廃棄

学生課 教務
学生の懲戒等身分の異動に
関するもので重要なもの

平成14年度学生の懲戒に関する文書 学務部学生サービス課学生生活係 2002年度 2003年4月1日 30年 2032年度末 紙 事務室 学務部学生課学生支援係 廃棄

学生課 教務
学生の健康管理に関するもの
で重要なもので，30年保存が
必要であると認めるもの

平成14年度特別健康診断関係書類 保健管理センター 2002年度 2003年4月1日 30年 2032年度末 紙 事務室 保健管理センター（長） 廃棄

学生課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成14年度非常勤出勤簿 保健管理センター 2002年度 2003年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部学生課厚生係 廃棄

学生課 教務
学生の懲戒等身分の異動に
関するもので重要なもの

平成15年度学生の懲戒に関する文書 学務部学生サービス課学生生活係 2003年度 2004年4月1日 30年 2033年度末 紙 事務室 学務部学生課学生支援係 廃棄

学生課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成15年度非常勤職員出勤簿関係文書 学務部学務課 2003年度 2004年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部学生課厚生係 廃棄

学生課 教務
学生の健康管理に関するもの
で重要なもので，30年保存が
必要であると認めるもの

平成15年度特別健康診断関係書類 保健管理センター 2003年度 2004年4月1日 30年 2033年度末 紙 事務室 保健管理センター（長） 廃棄

学生課 教務
学生の懲戒等身分の異動に
関するもので重要なもの

平成16年度学生の懲戒に関する文書 学務部学生サービス課学生生活係 2004年度 2005年4月1日 30年 2034年度末 紙 事務室 学務部学生課学生支援係 廃棄

学生課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成16年度非常勤出勤簿 学務部学生サービス課厚生企画係 2004年度 2005年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部学生課厚生係 廃棄

学生課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成16年度非常勤出勤簿 学務部学生サービス課厚生企画係 2004年度 2005年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部学生課厚生係 廃棄 保健管理センター分

学生課 教務
学生の健康管理に関するもの
で重要なもので，30年保存が
必要であると認めるもの

平成16年度特別健康診断関係書類 保健管理センター 2004年度 2005年4月1日 30年 2034年度末 紙 事務室 保健管理センター（長） 廃棄

学生課 教務
学生の懲戒等身分の異動に
関するもので重要なもの

平成17年度学生の懲戒に関する文書 学務部学生サービス課学生生活係 2005年度 2006年4月1日 30年 2035年度末 紙 事務室 学務部学生課学生支援係 廃棄

学生課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成17年度非常勤出勤簿 学務部学生サービス課厚生企画係 2005年度 2006年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部学生課厚生係 廃棄

学生課 教務
学生の健康管理に関するもの
で重要なもので，30年保存が
必要であると認めるもの

平成17年度特別健康診断関係書類 保健管理センター 2005年度 2006年4月1日 30年 2035年度末 紙 事務室 保健管理センター（長） 廃棄

学生課 教務
学生の懲戒等身分の異動に
関するもので重要なもの

平成18年度学生の懲戒に関する文書 学務部学生サービス課学生支援担当 2006年度 2007年4月1日 30年 2036年度末 紙 事務室 学務部学生課学生支援係 廃棄

学生課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成18年度非常勤出勤簿 学務部学生サービス課厚生企画係 2006年度 2007年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部学生課厚生係 廃棄

学生課 会計 資産台帳 平成18年度資産台帳 学務部学生サービス課厚生企画係 2006年度 2007年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部学生課厚生係 廃棄

学生課 教務
学生の健康管理に関するもの
で重要なもので，30年保存が
必要であると認めるもの

平成18年度特別健康診断関係書類 保健管理センター 2006年度 2007年4月1日 30年 2036年度末 紙 事務室 保健管理センター（長） 廃棄

学生課 会計 資産台帳 平成18年度資産台帳 保健管理センター 2006年度 2007年4月1日 無期限 紙 事務室 保健管理センター（長） 廃棄
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法人文書ファイル管理簿データ（全学）

部局名 １）大分類 ２）中分類 ３）小分類（法人文書ファイル名） ４）作成・取得者
５）作成・取得年度
等

６）起算日 ７）保存期間
８）保存期間
    満了時期

９）媒体の種別 10）保存場所 11）管理担当課・係
12)保存期間満
了時の措置

備考

学生課 教務
入学料・授業料等の免除に関
する重要なもので，無期限保
存が必要であると認めるもの

平成19年度入学料免除・授業料免除に関する通知文書　免除基
準　免除実施状況調査

学務部学生サービス課学生生活・奨学
係

2007年度 2008年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部学生課学生生活係 廃棄

学生課 教務
学生の懲戒等身分の異動に
関するもので重要なもの

平成19年度学生の懲戒に関する文書
学務部学生サービス課学生生活・奨学
係

2007年度 2008年4月1日 30年 2037年度末 紙 事務室 学務部学生課学生支援係 廃棄

学生課 会計 資産台帳 平成19年度資産台帳 学務部学生サービス課厚生企画係 2007年度 2008年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部学生課厚生係 廃棄

学生課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成19年度非常勤出勤簿 学務部学生サービス課厚生企画係 2007年度 2008年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部学生課厚生係 廃棄

学生課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成19年度非常勤出勤簿 学務部学生サービス課厚生企画係 2007年度 2008年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部学生課厚生係 廃棄 保健管理センター分

学生課 教務
学生の健康管理に関するもの
で重要なもので，30年保存が
必要であると認めるもの

平成19年度特別健康診断関係書類 保健管理センター 2007年度 2008年4月1日 30年 2037年度末 紙 事務室 保健管理センター（長） 廃棄

学生課 会計 資産台帳 平成19年度資産台帳 保健管理センター 2007年度 2008年4月1日 無期限 紙 事務室 保健管理センター（長） 廃棄

学生課 教務
入学料・授業料等の免除に関
する重要なもので，無期限保
存が必要であると認めるもの

平成20年度入学料免除・授業料免除に関する通知文書　免除基
準　免除実施状況調査

学務部学生サービス課学生生活・奨学
係

2008年度 2009年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部学生課学生生活係 廃棄

学生課 教務
学生の懲戒等身分の異動に
関するもので重要なもの

平成20年度学生の懲戒に関する文書
学務部学生サービス課学生生活・奨学
係

2008年度 2009年4月1日 30年 2038年度末 紙 事務室 学務部学生課学生支援係 廃棄

学生課 会計 資産台帳 平成20年度資産台帳 学務部学生サービス課厚生企画係 2008年度 2009年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部学生課厚生係 廃棄

学生課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成20年度非常勤出勤簿 学務部学生サービス課厚生企画係 2008年度 2009年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部学生課厚生係 廃棄

学生課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成20年度非常勤出勤簿 学務部学生サービス課厚生企画係 2008年度 2009年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部学生課厚生係 廃棄 保健管理センター分

学生課 教務
学生の健康管理に関するもの
で重要なもので，30年保存が
必要であると認めるもの

平成20年度特別健康診断関係書類 保健管理センター 2008年度 2009年4月1日 30年 2038年度末 紙 事務室 保健管理センター（長） 廃棄

学生課 会計 資産台帳 平成20年度資産台帳 保健管理センター 2008年度 2009年4月1日 無期限 紙 事務室 保健管理センター（長） 廃棄

学生課 教務
入学料・授業料等の免除に関
する重要なもので，無期限保
存が必要であると認めるもの

平成21年度入学料免除・授業料免除に関する通知文書　免除基
準　免除実施状況調査

学務部学生課学生生活係 2009年度 2010年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部学生課学生生活係 廃棄

学生課 教務
学生の懲戒等身分の異動に
関するもので重要なもの

平成21年度学生の懲戒に関する文書
学務部学生サービス課学生生活・奨学
係

2009年度 2010年4月1日 30年 2039年度末 紙 事務室 学務部学生課学生支援係 廃棄

学生課 会計 資産台帳 平成21年度資産台帳 学務部学生サービス課厚生企画係 2009年度 2010年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部学生課厚生係 廃棄

学生課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成21年度非常勤勤務時間記録簿 学務部学生サービス課厚生企画係 2009年度 2010年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部学生課厚生係 廃棄

学生課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成21年度非常勤勤務時間記録簿 学務部学生サービス課厚生企画係 2009年度 2010年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部学生課厚生係 廃棄 保健管理センター分

学生課 教務
学生の健康管理に関するもの
で重要なもので，30年保存が
必要であると認めるもの

平成21年度特別健康診断関係書類 保健管理センター 2009年度 2010年4月1日 30年 2039年度末 紙 事務室 保健管理センター（長） 廃棄

学生課 会計 資産台帳 平成21年度資産台帳 保健管理センター 2009年度 2010年4月1日 無期限 紙 事務室 保健管理センター（長） 廃棄

学生課 教務
入学料・授業料等の免除に関
する重要なもので，無期限保
存が必要であると認めるもの

平成22年度入学料免除・授業料免除に関する通知文書　免除基
準　免除実施状況調査

学務部学生課学生生活係 2010年度 2011年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部学生課学生生活係 廃棄

学生課 教務
学生の懲戒等身分の異動に
関するもので重要なもの

平成22年度学生の懲戒に関する文書 学務部学生課学生支援係 2010年度 2011年4月1日 30年 2040年度末 紙 事務室 学務部学生課学生支援係 廃棄

学生課 会計 資産台帳 平成22年度資産台帳 学務部学生課厚生係 2010年度 2011年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部学生課厚生係 廃棄

学生課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成22年度非常勤勤務時間記録簿 学務部学生課厚生係 2010年度 2011年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部学生課厚生係 廃棄

学生課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成22年度非常勤勤務時間記録簿 学務部学生課厚生係 2010年度 2011年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部学生課厚生係 廃棄 保健管理センター分

学生課 教務
学生の健康管理に関するもの
で重要なもので，30年保存が
必要であると認めるもの

平成22年度特別健康診断関係書類 保健管理センター 2010年度 2011年4月1日 30年 2040年度末 紙 事務室 保健管理センター（長） 廃棄

学生課 会計 資産台帳 平成22年度資産台帳 保健管理センター 2010年度 2011年4月1日 無期限 紙 事務室 保健管理センター（長） 廃棄

学生課 教務
入学料・授業料等の免除に関
する重要なもので，無期限保
存が必要であると認めるもの

平成23年度入学料免除・授業料免除に関する通知文書　免除基
準　免除実施状況調査

学務部学生課学生生活係 2011年度 2012年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部学生課学生生活係 廃棄

学生課 教務
学生の懲戒等身分の異動に
関するもので重要なもの

平成23年度学生の懲戒に関する文書 学務部学生課学生支援係 2011年度 2012年4月1日 30年 2041年度末 紙 事務室 学務部学生課学生支援係 廃棄

学生課 会計 資産台帳 平成23年度資産台帳 学務部学生課厚生係 2011年度 2012年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部学生課厚生係 廃棄

学生課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成23年度非常勤勤務時間記録簿 学務部学生課厚生係 2011年度 2012年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部学生課厚生係 廃棄

学生課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成23年度非常勤勤務時間記録簿 学務部学生課厚生係 2011年度 2012年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部学生課厚生係 廃棄 保健管理センター分

学生課 教務
学生の健康管理に関するもの
で重要なもので，30年保存が
必要であると認めるもの

平成23年度特別健康診断関係書類 保健管理センター 2011年度 2012年4月1日 30年 2041年度末 紙 事務室 保健管理センター（長） 廃棄

学生課 会計 資産台帳 平成23年度資産台帳 保健管理センター 2011年度 2012年4月1日 無期限 紙 事務室 保健管理センター（長） 廃棄

学生課 教務
入学料・授業料等の免除に関
する重要なもので，10年保存
が必要であると認めるもの

平成24年度受付予約表 学務部学生課学生生活係 2012年度 2013年4月1日 10年 2022年度末 紙 事務室 学務部学生課学生生活係 廃棄

学生課 管理・運営
各種委員会の記録に関するも
ので重要なもの

平成24年度キャンパスライフ委員会委員・相談員・専門委員連絡
会資料

学務部学生課学生生活係 2012年度 2013年4月1日 10年 2022年度末 紙 事務室 学務部学生課学生生活係 廃棄

学生課 管理・運営
各種委員会の記録に関するも
ので重要なもの

平成24年度キャンパスライフ委員会資料 学務部学生課学生生活係 2012年度 2013年4月1日 10年 2022年度末 紙 事務室 学務部学生課学生生活係 廃棄

学生課 人事 採用等に関するもの 平成24年度採用関係書類 学務部学生課学生生活係 2012年度 2013年4月1日 10年 2022年度末 紙 事務室 学務部学生課学生生活係 廃棄

学生課 管理・運営
各種委員会の記録に関するも
ので重要なもの

平成24年度運営委員会 学務部学生課学生生活係 2012年度 2013年4月1日 10年 2022年度末 紙 事務室 学務部学生課学生生活係 廃棄

学生課 管理・運営
各種委員会の記録に関するも
ので重要なもの

平成24年度学生相談記録（キャンパスライフ委員会） 学務部学生課学生生活係 2012年度 2013年4月1日 10年 2022年度末 紙 事務室 学務部学生課学生生活係 廃棄

学生課 教務
入学料・授業料等の免除に関
する重要なもので，無期限保
存が必要であると認めるもの

平成24年度入学料免除・授業料免除に関する通知文書　免除基
準　免除実施状況調査

学務部学生課学生生活係 2012年度 2013年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部学生課学生生活係 廃棄

学生課 教務
学生の懲戒等身分の異動に
関するもので重要なもの

平成24年度学生の懲戒に関する文書 学務部学生課学生支援係 2012年度 2013年4月1日 30年 2042年度末 紙 事務室 学務部学生課学生支援係 廃棄

学生課 教務
学生の健康管理に関するもの
で重要なもので，10年保存が
必要であると認めるもの

平成24年度麻疹（はしか）に対する免疫の確認書 学務部学生課厚生係 2012年度 2013年4月1日 10年 2022年度末 紙 事務室 学務部学生課厚生係 廃棄

学生課 管理・運営
各種委員会の記録に関するも
ので重要なもの

平成24年度学生委員会資料 学務部学生課厚生係 2012年度 2013年4月1日 10年 2022年度末 紙 事務室 学務部学生課厚生係 廃棄

学生課 会計 防火管理に関する決裁文書 平成24年度防火管理者選任（解任）届 学務部学生課厚生係 2012年度 2013年4月1日 計画変更後10年 2022年度 紙 事務室 学務部学生課厚生係 廃棄

学生課 会計 資産台帳 平成24年度資産台帳 学務部学生課厚生係 2012年度 2013年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部学生課厚生係 廃棄

学生課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成24年度非常勤勤務時間記録簿 学務部学生課厚生係 2012年度 2013年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部学生課厚生係 廃棄

学生課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成24年度非常勤勤務時間記録簿 学務部学生課厚生係 2012年度 2013年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部学生課厚生係 廃棄 保健管理センター分

学生課 教務
学生の健康管理に関するもの
で重要なもので，30年保存が
必要であると認めるもの

平成24年度特別健康診断関係書類 保健管理センター 2012年度 2013年4月1日 30年 2042年度末 紙 事務室 保健管理センター（長） 廃棄

学生課 会計 資産台帳 平成24年度資産台帳 保健管理センター 2012年度 2013年4月1日 無期限 紙 事務室 保健管理センター（長） 廃棄

学生課 教務
入学料・授業料等の免除に関
する重要なもので，10年保存
が必要であると認めるもの

平成25年度受付予約表 学務部学生課学生生活係 2013年度 2014年4月1日 10年 2023年度末 紙 事務室 学務部学生課学生生活係 廃棄

学生課 管理・運営
各種委員会の記録に関するも
ので重要なもの

平成25年度キャンパスライフ委員会委員・相談員・専門委員連絡
会資料

学務部学生課学生生活係 2013年度 2014年4月1日 10年 2023年度末 紙 事務室 学務部学生課学生生活係 廃棄

学生課 管理・運営
各種委員会の記録に関するも
ので重要なもの

平成25年度キャンパスライフ委員会資料 学務部学生課学生生活係 2013年度 2014年4月1日 10年 2023年度末 紙 事務室 学務部学生課学生生活係 廃棄

学生課 人事 採用等に関するもの 平成25年度採用関係書類 学務部学生課学生生活係 2013年度 2014年4月1日 10年 2023年度末 紙 事務室 学務部学生課学生生活係 廃棄

学生課 管理・運営
各種委員会の記録に関するも
ので重要なもの

平成25年度運営委員会 学務部学生課学生生活係 2013年度 2014年4月1日 10年 2023年度末 紙 事務室 学務部学生課学生生活係 廃棄

学生課 管理・運営
各種委員会の記録に関するも
ので重要なもの

平成25年度学生相談記録（キャンパスライフ委員会） 学務部学生課学生生活係 2013年度 2014年4月1日 10年 2023年度末 紙 事務室 学務部学生課学生生活係 廃棄

学生課 教務
入学料・授業料等の免除に関
する重要なもので，無期限保
存が必要であると認めるもの

平成25年度入学料免除・授業料免除に関する通知文書　免除基
準　免除実施状況調査

学務部学生課学生生活係 2013年度 2014年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部学生課学生生活係 廃棄

学生課 教務
学生の懲戒等身分の異動に
関するもので重要なもの

平成25年度学生の懲戒に関する文書 学務部学生課学生支援係 2013年度 2014年4月1日 30年 2043年度末 紙 事務室 学務部学生課学生支援係 廃棄

学生課 教務
学生の健康管理に関するもの
で重要なもので，10年保存が
必要であると認めるもの

平成25年度麻疹（はしか）に対する免疫の確認書 学務部学生課厚生係 2013年度 2014年4月1日 10年 2023年度末 紙 事務室 学務部学生課厚生係 廃棄

学生課 管理・運営
各種委員会の記録に関するも
ので重要なもの

平成25年度学生委員会資料 学務部学生課厚生係 2013年度 2014年4月1日 10年 2023年度末 紙 事務室 学務部学生課厚生係 廃棄
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部局名 １）大分類 ２）中分類 ３）小分類（法人文書ファイル名） ４）作成・取得者
５）作成・取得年度
等

６）起算日 ７）保存期間
８）保存期間
    満了時期

９）媒体の種別 10）保存場所 11）管理担当課・係
12)保存期間満
了時の措置

備考

学生課 会計 資産台帳 平成25年度資産台帳 学務部学生課厚生係 2013年度 2014年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部学生課厚生係 廃棄

学生課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成25年度非常勤勤務時間記録簿 学務部学生課厚生係 2013年度 2014年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部学生課厚生係 廃棄

学生課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成25年度非常勤勤務時間記録簿 学務部学生課厚生係 2013年度 2014年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部学生課厚生係 廃棄 保健管理センター分

学生課 教務
学生の健康管理に関するもの
で重要なもので，30年保存が
必要であると認めるもの

平成25年度特別健康診断関係書類 保健管理センター 2013年度 2014年4月1日 30年 2043年度末 紙 事務室 保健管理センター（長） 廃棄

学生課 会計 資産台帳 平成25年度資産台帳 保健管理センター 2013年度 2014年4月1日 無期限 紙 事務室 保健管理センター（長） 廃棄

学生課 教務
入学料・授業料等の免除に関
する重要なもので，10年保存
が必要であると認めるもの

平成26年度受付予約表 学務部学生課学生生活係 2014年度 2015年4月1日 10年 2024年度末 紙 事務室 学務部学生課学生生活係 廃棄

学生課 管理・運営
各種委員会の記録に関するも
ので重要なもの

平成26年度キャンパスライフ委員会委員・相談員・専門委員連絡
会資料

学務部学生課学生生活係 2014年度 2015年4月1日 10年 2024年度末 紙 事務室 学務部学生課学生生活係 廃棄

学生課 管理・運営
各種委員会の記録に関するも
ので重要なもの

平成26年度キャンパスライフ委員会資料 学務部学生課学生生活係 2014年度 2015年4月1日 10年 2024年度末 紙 事務室 学務部学生課学生生活係 廃棄

学生課 管理・運営
各種委員会の記録に関するも
ので重要なもの

平成26年度学生相談記録（キャンパスライフ委員会） 学務部学生課学生生活係 2014年度 2015年4月1日 10年 2024年度末 紙 事務室 学務部学生課学生生活係 廃棄

学生課 教務
入学料・授業料等の免除に関
する重要なもので，無期限保
存が必要であると認めるもの

平成26年度入学料免除・授業料免除に関する通知文書　免除基
準　免除実施状況調査

学務部学生課学生生活係 2014年度 2015年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部学生課学生生活係 廃棄

学生課 教務
学生の懲戒等身分の異動に
関するもので重要なもの

平成26年度学生の懲戒に関する文書 学務部学生課学生支援係 2014年度 2015年4月1日 30年 2044年度末 紙 事務室 学務部学生課学生支援係 廃棄

学生課 教務
学生の健康管理に関するもの
で重要なもので，10年保存が
必要であると認めるもの

平成26年度麻疹（はしか）に対する免疫の確認書 学務部学生課厚生係 2014年度 2015年4月1日 10年 2024年度末 紙 事務室 学務部学生課厚生係 廃棄

学生課 管理・運営
各種委員会の記録に関するも
ので重要なもの

平成26年度学生委員会資料 学務部学生課厚生係 2014年度 2015年4月1日 10年 2023年度末 紙 事務室 学務部学生課厚生係 廃棄

学生課 会計 防災管理に関する決裁文書 平成26年度防火管理者選任（解任）届 学務部学生課厚生係 2014年度 2015年4月1日 計画変更後10年 2024年度 紙 事務室 学務部学生課厚生係 廃棄

学生課 会計 資産台帳 平成26年度資産台帳 学務部学生課厚生係 2014年度 2015年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部学生課厚生係 廃棄

学生課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成26年度非常勤勤務時間記録簿 学務部学生課厚生係 2014年度 2015年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部学生課厚生係 廃棄

学生課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成26年度非常勤勤務時間記録簿 学務部学生課厚生係 2014年度 2015年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部学生課厚生係 廃棄 保健管理センター分

学生課 会計 資産台帳 平成26年度資産台帳 保健管理センター 2014年度 2015年4月1日 無期限 紙 事務室 保健管理センター（長） 廃棄

学生課 教務
入学料・授業料等の免除に関
する重要なもので，10年保存
が必要であると認めるもの

平成27年度受付予約表 学務部学生課学生生活係 2015年度 2016年4月1日 10年 2025年度末 紙 事務室 学務部学生課学生生活係 廃棄

学生課 管理・運営
各種委員会の記録に関するも
ので重要なもの

平成27年度キャンパスライフ委員会委員・相談員・専門委員連絡
会資料

学務部学生課学生生活係 2015年度 2016年4月1日 10年 2025年度末 紙 事務室 学務部学生課学生生活係 廃棄

学生課 管理・運営
各種委員会の記録に関するも
ので重要なもの

平成27年度キャンパスライフ委員会資料 学務部学生課学生生活係 2015年度 2016年4月1日 10年 2025年度末 紙 事務室 学務部学生課学生生活係 廃棄

学生課 管理・運営
各種委員会の記録に関するも
ので重要なもの

平成27年度学生相談記録（キャンパスライフ委員会） 学務部学生課学生生活係 2015年度 2016年4月1日 10年 2025年度末 紙 事務室 学務部学生課学生生活係 廃棄

学生課 教務
入学料・授業料等の免除に関
する重要なもので，無期限保
存が必要であると認めるもの

平成27年度入学料免除・授業料免除に関する通知文書　免除基
準　免除実施状況調査

学務部学生課学生生活係 2015年度 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部学生課学生生活係 廃棄

学生課 会計 防火管理に関する決裁文書 平成27年度東京学芸大学保全業務消防設備点検報告書 学務部学生課課外教育係 2015年度 2016年4月1日 計画変更後10年 2025年度末 紙 事務室 学務部学生課課外教育係 廃棄

学生課 教務
学生の懲戒等身分の異動に
関するもので重要なもの

平成27年度学生の懲戒に関する文書 学務部学生課学生支援係 2015年度 2016年4月1日 30年 2045年度末 紙 事務室 学務部学生課学生支援係 廃棄

学生課 教務
学生の健康管理に関するもの
で重要なもので，10年保存が
必要であると認めるもの

平成27年度麻疹（はしか）に対する免疫の確認書 学務部学生課厚生係 2015年度 2016年4月1日 10年 2025年度末 紙 事務室 学務部学生課厚生係 廃棄

学生課 管理・運営
各種委員会の記録に関するも
ので重要なもの

平成27年度学生委員会資料 学務部学生課厚生係 2015年度 2016年4月1日 10年 2024年度末 紙 事務室 学務部学生課厚生係 廃棄

学生課 会計 資産台帳 平成27年度資産台帳 学務部学生課厚生係 2015年度 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部学生課厚生係 廃棄

学生課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成27年度非常勤勤務時間記録簿 学務部学生課厚生係 2015年度 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部学生課厚生係 廃棄

学生課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成27年度非常勤勤務時間記録簿 学務部学生課厚生係 2015年度 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部学生課厚生係 廃棄 保健管理センター分

学生課 教務
学生の健康管理に関するもの
で重要なもので，30年保存が
必要であると認めるもの

平成27年度特別健康診断関係書類 保健管理センター 2015年度 2016年4月1日 30年 2045年度末 紙 事務室 保健管理センター（長） 廃棄

学生課 会計 資産台帳 平成27年度資産台帳 保健管理センター 2015年度 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 保健管理センター（長） 廃棄

学生課 管理・運営
各種委員会の記録に関するも
ので重要なもの

平成28年度学生支援センター運営委員会　資料 学務部学生課副課長 2016年度 2017年4月1日 10年 2026年度末 紙 事務室 学務部学生課副課長 廃棄

学生課 教務
入学料・授業料等の免除に関
する重要なもので，10年保存
が必要であると認めるもの

平成28年度受付予約表 学務部学生課学生生活係 2016年度 2017年4月1日 10年 2026年度末 紙 事務室 学務部学生課学生生活係 廃棄

学生課 管理・運営
各種委員会の記録に関するも
ので重要なもの

平成28年度キャンパスライフ委員会委員・相談員・専門委員連絡
会資料

学務部学生課学生生活係 2016年度 2017年4月1日 10年 2026年度末 紙 事務室 学務部学生課学生生活係 廃棄

学生課 管理・運営
各種委員会の記録に関するも
ので重要なもの

平成28年度キャンパスライフ委員会資料 学務部学生課学生生活係 2016年度 2017年4月1日 10年 2026年度末 紙 事務室 学務部学生課学生生活係 廃棄

学生課 管理・運営
各種委員会の記録に関するも
ので重要なもの

平成28年度学生相談記録（キャンパスライフ委員会） 学務部学生課学生生活係 2016年度 2017年4月1日 10年 2026年度末 紙 事務室 学務部学生課学生生活係 廃棄

学生課 教務
入学料・授業料等の免除に関
する重要なもので，無期限保
存が必要であると認めるもの

平成28年度入学料免除・授業料免除に関する通知文書　免除基
準　免除実施状況調査

学務部学生課学生生活係 2016年度 2017年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部学生課学生生活係 廃棄

学生課 教務
学生の健康管理に関するもの
で重要なもので，10年保存が
必要であると認めるもの

平成28年度麻疹（はしか）に対する免疫の確認書 学務部学生課厚生係 2016年度 2017年4月1日 10年 2026年度末 紙 事務室 学務部学生課厚生係 廃棄

学生課 管理・運営
各種委員会の記録に関するも
ので重要なもの

平成28年度学生委員会資料 学務部学生課厚生係 2016年度 2017年4月1日 10年 2026年度末 紙 事務室 学務部学生課厚生係 廃棄

学生課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成28年度非常勤勤務時間記録簿 学務部学生課厚生係 2016年度 2017年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部学生課厚生係 廃棄

学生課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成28年度非常勤勤務時間記録簿 学務部学生課厚生係 2016年度 2017年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部学生課厚生係 廃棄 保健管理センター分

学生課 教務
学生の健康管理に関するもの
で重要なもので，30年保存が
必要であると認めるもの

平成28年度特別健康診断関係書類 保健管理センター 2016年度 2017年4月1日 30年 2046年度末 紙 事務室 保健管理センター（長） 廃棄

学生課 会計 防火管理に関する決裁文書 平成28年度東京学芸大学保全業務消防設備点検報告書 学務部学生課課外教育係 2016年度 2017年4月1日 計画変更後10年 2027年度末 紙 事務室 学務部学生課課外教育係 廃棄

学生課 教務
学生の懲戒等身分の異動に
関するもので重要なもの

平成28年度学生の懲戒に関する文書 学務部学生課学生支援係 2016年度 2017年4月1日 30年 2046年度末 紙 事務室 学務部学生課学生支援係 廃棄

学生課 会計 資産台帳 平成28年度資産台帳 学務部学生課厚生係 2016年度 2017年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部学生課厚生係 廃棄

学生課 会計 資産台帳 平成28年度資産台帳 保健管理センター 2016年度 2017年4月1日 無期限 紙 事務室 保健管理センター（長） 廃棄

学生課 管理・運営
各種委員会の記録に関するも
ので重要なもの

平成29年度学生支援センター運営委員会　資料 学務部学生課副課長 2017年度 2018年4月1日 10年 2026年度末 紙 事務室 学務部学生課副課長 廃棄

学生課 教務
入学料・授業料等の免除に関
する重要なもので，10年保存
が必要であると認めるもの

平成29年度受付予約表 学務部学生課学生生活係 2017年度 2018年4月1日 10年 2026年度末 紙 事務室 学務部学生課学生生活係 廃棄

学生課 管理・運営
各種委員会の記録に関するも
ので重要なもの

平成29年度キャンパスライフ委員会委員・相談員・専門委員連絡
会資料

学務部学生課学生生活係 2017年度 2018年4月1日 10年 2026年度末 紙 事務室 学務部学生課学生生活係 廃棄

学生課 管理・運営
各種委員会の記録に関するも
ので重要なもの

平成29年度キャンパスライフ委員会資料 学務部学生課学生生活係 2017年度 2018年4月1日 10年 2026年度末 紙 事務室 学務部学生課学生生活係 廃棄

学生課 管理・運営
各種委員会の記録に関するも
ので重要なもの

平成29年度学生相談記録（キャンパスライフ委員会） 学務部学生課学生生活係 2017年度 2018年4月1日 10年 2026年度末 紙 事務室 学務部学生課学生生活係 廃棄

学生課 教務
学生生活に関するもので，5年
保存が必要であると認めるも
の

平成29年度献血実施報告書　年間実施予定 学務部学生課学生生活係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部学生課学生生活係 廃棄

学生課 教務
入学料・授業料等の免除に関
するもので，5年保存が必要で
あると認めるもの

平成29年度東日本大震災被災申出書 学務部学生課学生生活係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部学生課学生生活係 廃棄

学生課 教務
学生教育研究災害傷害保険
に関するもの

平成29年度ゆうちょ銀行学生教育研究災害傷害保険分 学務部学生課学生生活係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部学生課学生生活係 廃棄

学生課 会計
学生の生活支援に関するもの
で，5年保存が必要であると認
めるもの

平成29年度予算・支出に関するもの　調査　研修　雑件 学務部学生課学生生活係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部学生課学生生活係 廃棄

学生課 教務
学生教育研究災害傷害保険
に関するもの

平成29年度加入関係文書 学務部学生課学生生活係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部学生課学生生活係 廃棄

学生課 教務
学生教育研究災害傷害保険
に関するもの

平成29年度学生教育研究災害傷害保険分 学務部学生課学生生活係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部学生課学生生活係 廃棄

学生課 教務 学生の生活支援に関するもの 平成29年度学生相談記録（一般相談） 学務部学生課学生生活係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部学生課学生生活係 廃棄

学生課 会計
債権発生通知これに関する決
裁文書

平成29年度債権発生・変更・消滅通知書 学務部学生課学生生活係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部学生課学生生活係 廃棄

学生課 教務
学生の生活支援に関するもの
で，5年保存が必要であると認
めるもの

平成29年度調査　支出見込　募集要項原稿作成 学務部学生課学生生活係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部学生課学生生活係 廃棄
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部局名 １）大分類 ２）中分類 ３）小分類（法人文書ファイル名） ４）作成・取得者
５）作成・取得年度
等

６）起算日 ７）保存期間
８）保存期間
    満了時期

９）媒体の種別 10）保存場所 11）管理担当課・係
12)保存期間満
了時の措置

備考

学生課 教務
学生教育研究災害傷害保険
に関するもの

平成29年度保険の解説 学務部学生課学生生活係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部学生課学生生活係 廃棄

学生課 教務
学生教育研究災害傷害保険
に関するもの

平成29年度保険金支払報告書 学務部学生課学生生活係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部学生課学生生活係 廃棄

学生課 教務
学生教育研究災害傷害保険
に関するもの

平成29年度保険金請求書 学務部学生課学生生活係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部学生課学生生活係 廃棄

学生課 教務
入学料・授業料等の免除に関
する重要なもので，無期限保
存が必要であると認めるもの

平成29年度入学料免除・授業料免除に関する通知文書　免除基
準　免除実施状況調査

学務部学生課学生生活係 2017年度 2018年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部学生課学生生活係 廃棄

学生課 教務
学生の健康管理に関するもの
で重要なもので，10年保存が
必要であると認めるもの

平成29年度麻疹（はしか）に対する免疫の確認書 学務部学生課厚生係 2017年度 2018年4月1日 10年 2027年度末 紙 事務室 学務部学生課厚生係 廃棄

学生課 管理・運営
各種委員会の記録に関するも
ので重要なもの

平成29年度学生委員会資料 学務部学生課厚生係 2017年度 2018年4月1日 10年 2026年度末 紙 事務室 学務部学生課厚生係 廃棄

学生課 人事 勤務時間記録簿 平成29年度勤務時間記録簿 学務部学生課厚生係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部学生課厚生係 廃棄 保健管理センター分

学生課 教務 学生の表彰に関するもの 平成29年度学生表彰に関する文書 学務部学生課厚生係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部学生課厚生係 廃棄

学生課 教務 学生の生活支援に関するもの 平成29年度学生生活の手引 学務部学生課厚生係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部学生課厚生係 廃棄

学生課 会計 出張に関するもの 平成29年度公務外出申請書 学務部学生課厚生係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部学生課厚生係 廃棄

学生課 会計 出張に関するもの 平成29年度公務外出申請書 学務部学生課厚生係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部学生課厚生係 廃棄 保健管理センター分

学生課 会計 物品購入依頼書 平成29年度購入依頼書 学務部学生課厚生係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部学生課厚生係 廃棄

学生課 会計 出張に関するもの 平成29年度出張報告書 学務部学生課厚生係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部学生課厚生係 廃棄

学生課 会計 出張に関するもの 平成29年度出張報告書 学務部学生課厚生係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部学生課厚生係 廃棄 保健管理センター分

学生課 管理・運営 各種委員会に関するもの 平成29年度保健管理センター運営委員会資料 学務部学生課厚生係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部学生課厚生係 廃棄

学生課 会計 予算配分に関する文書 平成29年度予算配分通知 学務部学生課厚生係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部学生課厚生係 廃棄

学生課 人事 出張に関するもの 平成29年度旅行命令・依頼伺 学務部学生課厚生係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部学生課厚生係 廃棄

学生課 人事 出張に関するもの 平成29年度旅行命令・依頼伺 学務部学生課厚生係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部学生課厚生係 廃棄 保健管理センター分

学生課 人事 勤務時間記録簿 平成29年度勤務時間記録簿 学務部学生課厚生係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部学生課厚生係 廃棄

学生課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成29年度非常勤勤務時間記録簿 学務部学生課厚生係 2017年度 2018年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部学生課厚生係 廃棄

学生課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成29年度非常勤勤務時間記録簿 学務部学生課厚生係 2017年度 2018年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部学生課厚生係 廃棄 保健管理センター分

学生課 教務
学生の健康管理に関するもの
で重要なもので，30年保存が
必要であると認めるもの

平成29年度特別健康診断関係書類 保健管理センター 2017年度 2018年4月1日 30年 2046年度末 紙 事務室 保健管理センター（長） 廃棄

学生課 教務
健康診断表，学生相談記録等
学生及び職員の健康管理に
関するもので重要なもの

平成29年度過重労働面談記録 保健管理センター 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 保健管理センター（長） 廃棄

学生課 教務
健康診断表，学生相談記録等
学生及び職員の健康管理に
関するもので重要なもの

平成29年度診療録 保健管理センター 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 保健管理センター（長） 廃棄

学生課 教務
健康診断表，学生相談記録等
学生及び職員の健康管理に
関するもので重要なもの

平成29年度健康診断実施・記録関係文書 保健管理センター 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 保健管理センター（長） 廃棄

学生課 教務
健康診断表，学生相談記録等
学生及び職員の健康管理に
関するもので重要なもの

平成29年度健康診断調査関係文書 保健管理センター 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 保健管理センター（長） 廃棄

学生課 教務
健康診断表，学生相談記録等
学生及び職員の健康管理に
関するもので重要なもの

平成29年度診療記録 保健管理センター 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 保健管理センター（長） 廃棄

学生課 教務
健康診断表，学生相談記録等
学生及び職員の健康管理に
関するもので重要なもの

平成29年度調査票 保健管理センター 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 保健管理センター（長） 廃棄

学生課 会計 物品購入依頼書 平成29年度役務依頼書 保健管理センター 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 保健管理センター（長） 廃棄

学生課 会計 物品購入依頼書 平成29年度購入依頼書 保健管理センター 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 保健管理センター（長） 廃棄

学生課 会計 予算配分に関する文書 平成29年度予算配分通知 保健管理センター 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 保健管理センター（長） 廃棄

学生課 会計 物品購入依頼書 平成29年度立替払・支出申請書 保健管理センター 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 保健管理センター（長） 廃棄

学生課 教務 教職特待生制度に関するもの
平成29年度教職特待生教職奨学金返還免除・返還期限猶予・返
還等通知書

学務部学生課学生支援係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部学生課学生支援係 廃棄

学生課 教務 教職特待生制度に関するもの 平成29年度教職特待生申請関係書類 学務部学生課学生支援係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部学生課学生支援係 廃棄

学生課 会計
債権発生通知及びこれに関す
る決裁文書

平成29年度教職特待生債権発生・消滅通知書 学務部学生課学生支援係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部学生課学生支援係 廃棄

学生課 教務
育英団体等の奨学金に関する
もので重要なもの

平成29年度日本学生支援機構以外の奨学金関係文書 学務部学生課学生支援係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部学生課学生支援係 廃棄

学生課 教務
日本学生支援機構奨学金に
関するもので重要なもの

平成29年度日本学生支援機構採用決定通知文書 学務部学生課学生支援係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部学生課学生支援係 廃棄

学生課 教務
日本学生支援機構奨学金に
関するもので重要なもの

平成29年度日本学生支援機構採用者名簿 学務部学生課学生支援係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部学生課学生支援係 廃棄

学生課 教務
日本学生支援機構奨学金に
関するもので重要なもの

平成29年度日本学生支援機構受給者数 学務部学生課学生支援係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部学生課学生支援係 廃棄

学生課 教務
日本学生支援機構奨学金に
関するもので重要なもの

平成29年度日本学生支援機構申請関係文書 学務部学生課学生支援係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部学生課学生支援係 廃棄

学生課 教務
日本学生支援機構奨学金に
関するもので重要なもの

平成29年度日本学生支援機構申請者数・採用者数 学務部学生課学生支援係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部学生課学生支援係 廃棄

学生課 教務
日本学生支援機構奨学金に
関するもので重要なもの

平成29年度日本学生支援機構推薦関係書類 学務部学生課学生支援係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部学生課学生支援係 廃棄

学生課 教務
日本学生支援機構奨学金に
関するもので重要なもの

平成29年度日本学生支援機構選考一覧表 学務部学生課学生支援係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部学生課学生支援係 廃棄

学生課 教務
日本学生支援機構奨学金に
関するもので重要なもの

平成29年度日本学生支援機構学業成績補導関係文書 学務部学生課学生支援係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部学生課学生支援係 廃棄

学生課 教務
学生寄宿舎等学生の入退寮
に関するもの

平成29年度　在寮証明 学務部学生課課外教育係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部学生課課外教育係 廃棄

学生課 会計
課外教育の実施に関するもの
で重要なもの

平成29年度課外教育係　予算関係 学務部学生課課外教育係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部学生課課外教育係 廃棄

学生課 教務
学生寄宿舎等学生の入退寮
に関するもの

平成29年度　学寮・国際学生宿舎　入寮者数一覧 学務部学生課課外教育係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部学生課課外教育係 廃棄

学生課 教務
学生寄宿舎等学生の入退寮
に関するもの

平成29年度　学寮臨時入寮募集関係綴 学務部学生課課外教育係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部学生課課外教育係 廃棄

学生課 教務
学生寄宿舎等学生の入退寮
に関するもの

平成29年度　国際学生宿舎経費 学務部学生課課外教育係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部学生課課外教育係 廃棄

学生課 教務
学生寄宿舎等学生の入退寮
に関するもの

平成29年度　新入生4月入寮関係綴 学務部学生課課外教育係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部学生課課外教育係 廃棄

学生課 教務
学生寄宿舎等学生の入退寮
に関するもの

平成29年度　東久留米国際学生宿舎共通経費 学務部学生課課外教育係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部学生課課外教育係 廃棄

学生課 会計
債権発生通知これに関する決
裁文書

平成29年度　債権発生・消滅通知書 学務部学生課課外教育係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部学生課課外教育係 廃棄

学生課 教務
学生寄宿舎等学生の入退寮
に関するもの

平成29年度　退寮届 学務部学生課課外教育係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部学生課課外教育係 廃棄

学生課 教務
学生団体に関するもので重要
なもの

平成29年度サークルガイド 学務部学生課課外教育係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部学生課課外教育係 廃棄

学生課 教務
課外教育の実施に関するもの
で重要なもの

平成29年度サークルリーダー研修実施要項，参加者名簿 学務部学生課課外教育係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部学生課課外教育係 廃棄

学生課 教務
課外教育の実施に関するもの
で重要なもの

平成29年度学園祭点検評価　地域懇談会・学生懇談会 学務部学生課課外教育係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部学生課課外教育係 廃棄

学生課 教務
学生団体に関するもので重要
なもの

平成29年度学外活動届 学務部学生課課外教育係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部学生課課外教育係 廃棄

学生課 教務
課外教育の実施に関するもの
で重要なもの

平成29年度合宿研修実施書，合宿研修実施結果書，参加者名簿 学務部学生課課外教育係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部学生課課外教育係 廃棄

学生課 教務
学生団体に関するもので重要
なもの

平成29年度集会届 学務部学生課課外教育係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部学生課課外教育係 廃棄

学生課 教務
課外教育の実施に関するもの
で重要なもの

平成29年度小金井祭企画書 学務部学生課課外教育係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部学生課課外教育係 廃棄

学生課 教務
学生団体に関するもので重要
なもの

平成29年度団体設立・継続届，顧問教官承諾書，活動計画・報告
書，部員名簿

学務部学生課課外教育係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部学生課課外教育係 廃棄

22/190



法人文書ファイル管理簿データ（全学）

部局名 １）大分類 ２）中分類 ３）小分類（法人文書ファイル名） ４）作成・取得者
５）作成・取得年度
等
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    満了時期

９）媒体の種別 10）保存場所 11）管理担当課・係
12)保存期間満
了時の措置

備考

学生課 教務
学生団体に関するもので重要
なもの

平成29年度被害届 学務部学生課課外教育係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部学生課課外教育係 廃棄

学生課 会計 防火管理に関する決裁文書 平成29年度東京学芸大学保全業務消防設備点検報告書 学務部学生課課外教育係 2017年度 2018年4月1日 計画変更後10年 2028年度末 紙 事務室 学務部学生課課外教育係 廃棄

学生課 教務
学生の懲戒等身分の異動に
関するもので重要なもの

平成29年度学生の懲戒に関する文書 学務部学生課学生支援係 2017年度 2018年4月1日 30年 2046年度末 紙 事務室 学務部学生課学生支援係 廃棄

学生課 会計 資産台帳 平成29年度資産台帳 学務部学生課厚生係 2017年度 2018年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部学生課厚生係 廃棄

学生課 教務
健康診断表，学生相談記録等
学生及び職員の健康管理に
関するもので重要なもの

平成29年度応急処置票 保健管理センター 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 保健管理センター（長） 廃棄

学生課 会計 資産台帳 平成29年度資産台帳 保健管理センター 2017年度 2018年4月1日 無期限 紙 事務室 保健管理センター（長） 廃棄

学生課 教務 教職特待生制度に関するもの
平成30年度教職特待生教職奨学金返還免除・返還期限猶予・返
還等通知書

学務部学生課学生支援係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部学生課学生支援係 廃棄

学生課 教務 教職特待生制度に関するもの 平成30年度教職特待生申請関係書類 学務部学生課学生支援係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部学生課学生支援係 廃棄

学生課 会計
債権発生通知及びこれに関す
る決裁文書

平成30年度教職特待生債権発生・消滅通知書 学務部学生課学生支援係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部学生課学生支援係 廃棄

学生課 教務
育英団体等の奨学金に関する
もので重要なもの

平成30年度日本学生支援機構以外の奨学金関係文書 学務部学生課学生支援係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部学生課学生支援係 廃棄

学生課 教務
日本学生支援機構奨学金に
関するもので重要なもの

平成30年度日本学生支援機構採用決定通知文書 学務部学生課学生支援係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部学生課学生支援係 廃棄

学生課 教務
日本学生支援機構奨学金に
関するもので重要なもの

平成30年度日本学生支援機構採用者名簿 学務部学生課学生支援係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部学生課学生支援係 廃棄

学生課 教務
日本学生支援機構奨学金に
関するもので重要なもの

平成30年度日本学生支援機構受給者数 学務部学生課学生支援係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部学生課学生支援係 廃棄

学生課 教務
日本学生支援機構奨学金に
関するもので重要なもの

平成30年度日本学生支援機構申請関係文書 学務部学生課学生支援係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部学生課学生支援係 廃棄

学生課 教務
日本学生支援機構奨学金に
関するもので重要なもの

平成30年度日本学生支援機構申請者数・採用者数 学務部学生課学生支援係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部学生課学生支援係 廃棄

学生課 教務
日本学生支援機構奨学金に
関するもので重要なもの

平成30年度日本学生支援機構推薦関係書類 学務部学生課学生支援係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部学生課学生支援係 廃棄

学生課 教務
日本学生支援機構奨学金に
関するもので重要なもの

平成30年度日本学生支援機構選考一覧表 学務部学生課学生支援係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部学生課学生支援係 廃棄

学生課 教務
日本学生支援機構奨学金に
関するもので重要なもの

平成30年度日本学生支援機構学業成績補導関係文書 学務部学生課学生支援係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部学生課学生支援係 廃棄

学生課 管理・運営
各種委員会の記録に関するも
ので重要なもの

平成30年度学生支援センター運営委員会　資料 学務部学生課副課長 2018年度 2019年4月1日 10年 2028年度末 紙 事務室 学務部学生課副課長 廃棄

学生課 教務
学生寄宿舎等学生の入退寮
に関するもの

平成30年度　在寮証明 学務部学生課課外教育係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部学生課課外教育係 廃棄

学生課 会計
課外教育の実施に関するもの
で重要なもの

平成30年度課外教育係　予算関係 学務部学生課課外教育係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部学生課課外教育係 廃棄

学生課 教務
学生寄宿舎等学生の入退寮
に関するもの

平成30年度　学寮・国際学生宿舎　入寮者数一覧 学務部学生課課外教育係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部学生課課外教育係 廃棄

学生課 教務
学生寄宿舎等学生の入退寮
に関するもの

平成30年度　学寮臨時入寮募集関係綴 学務部学生課課外教育係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部学生課課外教育係 廃棄

学生課 教務
学生寄宿舎等学生の入退寮
に関するもの

平成30年度　国際学生宿舎経費 学務部学生課課外教育係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部学生課課外教育係 廃棄

学生課 教務
学生寄宿舎等学生の入退寮
に関するもの

平成30年度　新入生4月入寮関係綴 学務部学生課課外教育係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部学生課課外教育係 廃棄

学生課 教務
学生寄宿舎等学生の入退寮
に関するもの

平成30年度　東久留米国際学生宿舎共通経費 学務部学生課課外教育係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部学生課課外教育係 廃棄

学生課 会計
債権発生通知これに関する決
裁文書

平成30年度　債権発生・消滅通知書 学務部学生課課外教育係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部学生課課外教育係 廃棄

学生課 教務
学生寄宿舎等学生の入退寮
に関するもの

平成30年度　退寮届 学務部学生課課外教育係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部学生課課外教育係 廃棄

学生課 教務
学生団体に関するもので重要
なもの

平成30年度サークルガイド 学務部学生課課外教育係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 電子情報 事務室 学務部学生課課外教育係 廃棄

学生課 教務
課外教育の実施に関するもの
で重要なもの

平成30年度サークルリーダー研修実施要項，参加者名簿 学務部学生課課外教育係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部学生課課外教育係 廃棄

学生課 教務
課外教育の実施に関するもの
で重要なもの

平成30年度学園祭点検評価　地域懇談会・学生懇談会 学務部学生課課外教育係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部学生課課外教育係 廃棄

学生課 教務
学生団体に関するもので重要
なもの

平成30年度学外活動届 学務部学生課課外教育係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部学生課課外教育係 廃棄

学生課 教務
課外教育の実施に関するもの
で重要なもの

平成30年度合宿研修実施書，合宿研修実施結果書，参加者名簿 学務部学生課課外教育係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部学生課課外教育係 廃棄

学生課 教務
学生団体に関するもので重要
なもの

平成30年度集会届 学務部学生課課外教育係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部学生課課外教育係 廃棄

学生課 教務
課外教育の実施に関するもの
で重要なもの

平成30年度小金井祭企画書 学務部学生課課外教育係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部学生課課外教育係 廃棄

学生課 教務
学生団体に関するもので重要
なもの

平成30年度団体設立・継続届，顧問教官承諾書，活動計画・報告
書，部員名簿

学務部学生課課外教育係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部学生課課外教育係 廃棄

学生課 教務
学生団体に関するもので重要
なもの

平成30年度被害届 学務部学生課課外教育係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部学生課課外教育係 廃棄

学生課 会計 防火管理に関する決裁文書 平成30年度東京学芸大学保全業務消防設備点検報告書 学務部学生課課外教育係 2018年度 2019年4月1日 計画変更後10年 2029年度末 紙 事務室 学務部学生課課外教育係 廃棄

学生課 教務
学生の懲戒等身分の異動に
関するもので重要なもの

平成30年度学生の懲戒に関する文書 学務部学生課学生支援係 2018年度 2019年4月1日 30年 2047年度末 紙 事務室 学務部学生課学生支援係 廃棄

学生課 教務
入学料・授業料等の免除に関
する重要なもので，10年保存
が必要であると認めるもの

平成30年度受付予約表 学務部学生課学生生活係 2018年度 2019年4月1日 10年 2028年度末 紙 事務室 学務部学生課学生生活係 廃棄

学生課 管理・運営
各種委員会の記録に関するも
ので重要なもの

平成30年度キャンパスライフ委員会委員・相談員・専門委員連絡
会資料

学務部学生課学生生活係 2018年度 2019年4月1日 10年 2028年度末 紙 事務室 学務部学生課学生生活係 廃棄

学生課 管理・運営
各種委員会の記録に関するも
ので重要なもの

平成30年度キャンパスライフ委員会資料 学務部学生課学生生活係 2018年度 2019年4月1日 10年 2028年度末 紙 事務室 学務部学生課学生生活係 廃棄

学生課 管理・運営
各種委員会の記録に関するも
ので重要なもの

平成30年度学生相談記録（キャンパスライフ委員会） 学務部学生課学生生活係 2018年度 2019年4月1日 10年 2028年度末 紙 事務室 学務部学生課学生生活係 廃棄

学生課 教務
学生生活に関するもので，5年
保存が必要であると認めるも
の

平成30年度献血実施報告書　年間実施予定 学務部学生課学生生活係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部学生課学生生活係 廃棄

学生課 教務
入学料・授業料等の免除に関
するもので，5年保存が必要で
あると認めるもの

平成30年度東日本大震災被災申出書 学務部学生課学生生活係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部学生課学生生活係 廃棄

学生課 教務
学生教育研究災害傷害保険
に関するもの

平成30年度ゆうちょ銀行学生教育研究災害傷害保険分 学務部学生課学生生活係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部学生課学生生活係 廃棄

学生課 会計
学生の生活支援に関するもの
で，5年保存が必要であると認
めるもの

平成30年度予算・支出に関するもの　調査　研修　雑件 学務部学生課学生生活係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部学生課学生生活係 廃棄

学生課 教務
学生教育研究災害傷害保険
に関するもの

平成30年度加入関係文書 学務部学生課学生生活係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部学生課学生生活係 廃棄

学生課 教務
学生教育研究災害傷害保険
に関するもの

平成30年度学生教育研究災害傷害保険分 学務部学生課学生生活係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部学生課学生生活係 廃棄

学生課 教務 学生の生活支援に関するもの 平成30年度学生相談記録（一般相談） 学務部学生課学生生活係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部学生課学生生活係 廃棄

学生課 会計
債権発生通知これに関する決
裁文書

平成30年度債権発生・変更・消滅通知書 学務部学生課学生生活係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部学生課学生生活係 廃棄

学生課 教務
学生の生活支援に関するもの
で，5年保存が必要であると認
めるもの

平成30年度調査　支出見込　募集要項原稿作成 学務部学生課学生生活係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部学生課学生生活係 廃棄

学生課 教務
学生教育研究災害傷害保険
に関するもの

平成30年度保険の解説 学務部学生課学生生活係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部学生課学生生活係 廃棄

学生課 教務
学生教育研究災害傷害保険
に関するもの

平成30年度保険金支払報告書 学務部学生課学生生活係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部学生課学生生活係 廃棄

学生課 教務
学生教育研究災害傷害保険
に関するもの

平成30年度保険金請求書 学務部学生課学生生活係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部学生課学生生活係 廃棄

学生課 教務
入学料・授業料等の免除に関
する重要なもので，無期限保
存が必要であると認めるもの

平成30年度入学料免除・授業料免除に関する通知文書　免除基
準　免除実施状況調査

学務部学生課学生生活係 2018年度 2019年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部学生課学生生活係 廃棄

学生課 教務
学生の健康管理に関するもの
で重要なもので，10年保存が
必要であると認めるもの

平成30年度麻疹（はしか）に対する免疫の確認書 学務部学生課厚生係 2018年度 2019年4月1日 10年 2028年度末 紙 事務室 学務部学生課厚生係 廃棄

学生課 管理・運営
各種委員会の記録に関するも
ので重要なもの

平成30年度学生委員会資料 学務部学生課厚生係 2018年度 2019年4月1日 10年 2028年度末 紙 事務室 学務部学生課厚生係 廃棄

学生課 人事 勤務時間記録簿 平成30年度勤務時間記録簿 学務部学生課厚生係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部学生課厚生係 廃棄 保健管理センター分

学生課 教務 学生の表彰に関するもの 平成30年度学生表彰に関する文書 学務部学生課厚生係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部学生課厚生係 廃棄

学生課 教務 学生の生活支援に関するもの 平成30年度学生生活の手引 学務部学生課厚生係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部学生課厚生係 廃棄
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法人文書ファイル管理簿データ（全学）

部局名 １）大分類 ２）中分類 ３）小分類（法人文書ファイル名） ４）作成・取得者
５）作成・取得年度
等

６）起算日 ７）保存期間
８）保存期間
    満了時期

９）媒体の種別 10）保存場所 11）管理担当課・係
12)保存期間満
了時の措置

備考

学生課 会計 出張に関するもの 平成30年度公務外出申請書 学務部学生課厚生係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部学生課厚生係 廃棄

学生課 会計 出張に関するもの 平成30年度公務外出申請書 学務部学生課厚生係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部学生課厚生係 廃棄 保健管理センター分

学生課 会計 物品購入依頼書 平成30年度購入依頼書 学務部学生課厚生係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部学生課厚生係 廃棄

学生課 会計 出張に関するもの 平成30年度出張報告書 学務部学生課厚生係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部学生課厚生係 廃棄

学生課 会計 出張に関するもの 平成30年度出張報告書 学務部学生課厚生係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部学生課厚生係 廃棄 保健管理センター分

学生課 管理・運営 各種委員会に関するもの 平成30年度保健管理センター運営委員会資料 学務部学生課厚生係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部学生課厚生係 廃棄

学生課 会計 予算配分に関する文書 平成30年度予算配分通知 学務部学生課厚生係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部学生課厚生係 廃棄

学生課 人事 出張に関するもの 平成30年度旅行命令・依頼伺 学務部学生課厚生係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部学生課厚生係 廃棄

学生課 人事 出張に関するもの 平成30年度旅行命令・依頼伺 学務部学生課厚生係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部学生課厚生係 廃棄 保健管理センター分

学生課 人事 勤務時間記録簿 平成30年度勤務時間記録簿 学務部学生課厚生係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部学生課厚生係 廃棄

学生課 会計 資産台帳 平成30年度資産台帳 学務部学生課厚生係 2018年度 2019年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部学生課厚生係 廃棄

学生課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成30年度非常勤勤務時間記録簿 学務部学生課厚生係 2018年度 2019年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部学生課厚生係 廃棄

学生課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成30年度非常勤勤務時間記録簿 学務部学生課厚生係 2018年度 2019年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部学生課厚生係 廃棄 保健管理センター分

学生課 教務
学生の健康管理に関するもの
で重要なもので，30年保存が
必要であると認めるもの

平成30年度特別健康診断関係書類 保健管理センター 2018年度 2019年4月1日 30年 2047年度末 紙 事務室 保健管理センター（長） 廃棄

学生課 教務
健康診断表，学生相談記録等
学生及び職員の健康管理に
関するもので重要なもの

平成30年度過重労働面談記録 保健管理センター 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 保健管理センター（長） 廃棄

学生課 教務
健康診断表，学生相談記録等
学生及び職員の健康管理に
関するもので重要なもの

平成30年度診療録 保健管理センター 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 保健管理センター（長） 廃棄

学生課 教務
健康診断表，学生相談記録等
学生及び職員の健康管理に
関するもので重要なもの

平成30年度健康診断実施・記録関係文書 保健管理センター 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 保健管理センター（長） 廃棄

学生課 教務
健康診断表，学生相談記録等
学生及び職員の健康管理に
関するもので重要なもの

平成30年度健康診断調査関係文書 保健管理センター 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 保健管理センター（長） 廃棄

学生課 教務
健康診断表，学生相談記録等
学生及び職員の健康管理に
関するもので重要なもの

平成30年度診療記録 保健管理センター 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 保健管理センター（長） 廃棄

学生課 教務
健康診断表，学生相談記録等
学生及び職員の健康管理に
関するもので重要なもの

平成30年度調査票 保健管理センター 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 保健管理センター（長） 廃棄

学生課 会計 物品購入依頼書 平成30年度役務依頼書 保健管理センター 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 保健管理センター（長） 廃棄

学生課 会計 物品購入依頼書 平成30年度購入依頼書 保健管理センター 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 保健管理センター（長） 廃棄

学生課 会計 予算配分に関する文書 平成30年度予算配分通知 保健管理センター 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 保健管理センター（長） 廃棄

学生課 会計 物品購入依頼書 平成30年度立替払・支出申請書 保健管理センター 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 保健管理センター（長） 廃棄

学生課 会計 資産台帳 平成30年度資産台帳 保健管理センター 2018年度 2019年4月1日 無期限 紙 事務室 保健管理センター（長） 廃棄

学生課 教務
健康診断表，学生相談記録等
学生及び職員の健康管理に
関するもので重要なもの

平成30年度応急処置票 保健管理センター 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 保健管理センター（長） 廃棄

学生課 人事
休暇簿等の給与簿に関するも
の

令和元年度休暇簿 保健管理センター 2019年度 2020年4月1日 3年 2022年度末 紙 事務室 保健管理センター（長） 廃棄

学生課 教務 教職特待生制度に関するもの
令和元年度教職特待生教職奨学金返還免除・返還期限猶予・返
還等通知書

学務部学生課学生支援係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部学生課学生支援係 廃棄

学生課 教務 教職特待生制度に関するもの 令和元年度教職特待生申請関係書類 学務部学生課学生支援係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部学生課学生支援係 廃棄

学生課 会計
債権発生通知及びこれに関す
る決裁文書

令和元年度教職特待生債権発生・消滅通知書 学務部学生課学生支援係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部学生課学生支援係 廃棄

学生課 教務
日本学生支援機構奨学金に
関するもの

令和元年度日本学生支援機構異動関係文書 学務部学生課学生支援係 2019年度 2020年4月1日 3年 2022年度末 紙 事務室 学務部学生課学生支援係 廃棄

学生課 教務
育英団体等の奨学金に関する
もので重要なもの

令和元年度日本学生支援機構以外の奨学金関係文書 学務部学生課学生支援係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部学生課学生支援係 廃棄

学生課 教務
日本学生支援機構奨学金に
関するもので重要なもの

令和元年度日本学生支援機構採用決定通知文書 学務部学生課学生支援係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部学生課学生支援係 廃棄

学生課 教務
日本学生支援機構奨学金に
関するもので重要なもの

令和元年度日本学生支援機構採用者名簿 学務部学生課学生支援係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部学生課学生支援係 廃棄

学生課 教務
日本学生支援機構奨学金に
関するもので重要なもの

令和元年度日本学生支援機構受給者数 学務部学生課学生支援係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部学生課学生支援係 廃棄

学生課 教務
日本学生支援機構奨学金に
関するもので重要なもの

令和元年度日本学生支援機構申請関係文書 学務部学生課学生支援係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部学生課学生支援係 廃棄

学生課 教務
日本学生支援機構奨学金に
関するもので重要なもの

令和元年度日本学生支援機構申請者数・採用者数 学務部学生課学生支援係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部学生課学生支援係 廃棄

学生課 教務
日本学生支援機構奨学金に
関するもので重要なもの

令和元年度日本学生支援機構推薦関係書類 学務部学生課学生支援係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部学生課学生支援係 廃棄

学生課 教務
日本学生支援機構奨学金に
関するもので重要なもの

令和元年度日本学生支援機構選考一覧表 学務部学生課学生支援係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部学生課学生支援係 廃棄

学生課 教務
日本学生支援機構奨学金に
関するもので重要なもの

令和元年度日本学生支援機構学業成績補導関係文書 学務部学生課学生支援係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部学生課学生支援係 廃棄

学生課 管理・運営
各種委員会の記録に関するも
ので重要なもの

令和元年度学生支援センター運営委員会　資料 学務部学生課副課長 2019年度 2020年4月1日 10年 2029年度末 紙 事務室 学務部学生課副課長 廃棄

学生課 教務
学生寄宿舎等学生の入退寮
に関するもの

令和元年度　在寮証明 学務部学生課課外教育係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部学生課課外教育係 廃棄

学生課 会計
課外教育の実施に関するもの
で重要なもの

令和元年度課外教育係　予算関係 学務部学生課課外教育係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部学生課課外教育係 廃棄

学生課 教務
学生寄宿舎等学生の入退寮
に関するもの

令和元年度　学寮・国際学生宿舎　入寮者数一覧 学務部学生課課外教育係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部学生課課外教育係 廃棄

学生課 教務
学生寄宿舎等学生の入退寮
に関するもの

令和元年度　学寮臨時入寮募集関係綴 学務部学生課課外教育係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部学生課課外教育係 廃棄

学生課 教務
学生寄宿舎等学生の入退寮
に関するもの

令和元年度　国際学生宿舎経費 学務部学生課課外教育係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部学生課課外教育係 廃棄

学生課 教務
学生寄宿舎等学生の入退寮
に関するもの

令和元年度　新入生4月入寮関係綴 学務部学生課課外教育係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部学生課課外教育係 廃棄

学生課 教務
学生寄宿舎等学生の入退寮
に関するもの

令和元年度　東久留米国際学生宿舎共通経費 学務部学生課課外教育係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部学生課課外教育係 廃棄

学生課 会計
債権発生通知これに関する決
裁文書

令和元年度　債権発生・消滅通知書 学務部学生課課外教育係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部学生課課外教育係 廃棄

学生課 教務
学生寄宿舎等学生の入退寮
に関するもの

令和元年度　退寮届 学務部学生課課外教育係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部学生課課外教育係 廃棄

学生課 教務
学生団体に関するもので重要
なもの

令和元年度サークルガイド 学務部学生課課外教育係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 電子情報 事務室 学務部学生課課外教育係 廃棄

学生課 教務
課外教育の実施に関するもの
で重要なもの

令和元年度サークルリーダー研修実施要項，参加者名簿 学務部学生課課外教育係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部学生課課外教育係 廃棄

学生課 教務
課外教育の実施に関するもの
で重要なもの

令和元年度学園祭点検評価　地域懇談会・学生懇談会 学務部学生課課外教育係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部学生課課外教育係 廃棄

学生課 教務
学生団体に関するもので重要
なもの

令和元年度学外活動届 学務部学生課課外教育係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部学生課課外教育係 廃棄

学生課 教務
課外教育の実施に関するもの
で重要なもの

令和元年度合宿研修実施書，合宿研修実施結果書，参加者名簿 学務部学生課課外教育係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部学生課課外教育係 廃棄

学生課 教務
学生団体に関するもので重要
なもの

令和元年度集会届 学務部学生課課外教育係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部学生課課外教育係 廃棄

学生課 教務
課外教育の実施に関するもの
で重要なもの

令和元年度小金井祭企画書 学務部学生課課外教育係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部学生課課外教育係 廃棄

学生課 教務
学生団体に関するもので重要
なもの

令和元年度団体設立・継続届，顧問教官承諾書，活動計画・報告
書，部員名簿

学務部学生課課外教育係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部学生課課外教育係 廃棄

学生課 教務
学生団体に関するもので重要
なもの

令和元年度被害届 学務部学生課課外教育係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部学生課課外教育係 廃棄

学生課 会計 防火管理に関する決裁文書 令和元年度東京学芸大学保全業務消防設備点検報告書 学務部学生課課外教育係 2019年度 2020年4月1日 計画変更後10年 2030年度末 紙 事務室 学務部学生課課外教育係 廃棄

学生課 教務
学生の懲戒等身分の異動に
関するもので重要なもの

令和元年度学生の懲戒に関する文書 学務部学生課学生支援係 2019年度 2020年4月1日 30年 2049年度末 紙 事務室 学務部学生課学生支援係 廃棄

24/190



法人文書ファイル管理簿データ（全学）

部局名 １）大分類 ２）中分類 ３）小分類（法人文書ファイル名） ４）作成・取得者
５）作成・取得年度
等

６）起算日 ７）保存期間
８）保存期間
    満了時期

９）媒体の種別 10）保存場所 11）管理担当課・係
12)保存期間満
了時の措置

備考

学生課 教務
入学料・授業料等の免除に関
する重要なもので，10年保存
が必要であると認めるもの

令和元年度受付予約表 学務部学生課学生生活係 2019年度 2020年4月1日 10年 2029年度末 紙 事務室 学務部学生課学生生活係 廃棄

学生課 管理・運営
各種委員会の記録に関するも
ので重要なもの

令和元年度キャンパスライフ委員会委員・相談員・専門委員連絡
会資料

学務部学生課学生生活係 2019年度 2020年4月1日 10年 2029年度末 紙 事務室 学務部学生課学生生活係 廃棄

学生課 管理・運営
各種委員会の記録に関するも
ので重要なもの

令和元年度キャンパスライフ委員会資料 学務部学生課学生生活係 2019年度 2020年4月1日 10年 2029年度末 紙 事務室 学務部学生課学生生活係 廃棄

学生課 管理・運営
各種委員会の記録に関するも
ので重要なもの

令和元年度学生相談記録（キャンパスライフ委員会） 学務部学生課学生生活係 2019年度 2020年4月1日 10年 2029年度末 紙 事務室 学務部学生課学生生活係 廃棄

学生課 教務
入学料，授業料等の免除に関
するもの

令和元年度授業料免除可能額（春学期分） 学務部学生課学生生活係 2019年度 2020年4月1日 3年 2022年度末 紙 事務室 学務部学生課学生生活係 廃棄

学生課 教務
入学料，授業料等の免除に関
するもの

令和元年度授業料免除者選考資料（春学期分） 学務部学生課学生生活係 2019年度 2020年4月1日 3年 2022年度末 紙 事務室 学務部学生課学生生活係 廃棄

学生課 教務
入学料，授業料等の免除に関
するもの

令和元年度入学料免除可能額 学務部学生課学生生活係 2019年度 2020年4月1日 3年 2022年度末 紙 事務室 学務部学生課学生生活係 廃棄

学生課 教務
入学料，授業料等の免除に関
するもの

令和元年度入学料免除金額 学務部学生課学生生活係 2019年度 2020年4月1日 3年 2022年度末 紙 事務室 学務部学生課学生生活係 廃棄

学生課 教務
入学料，授業料等の免除に関
するもの

令和元年度授業料免除申請者数（春学期分） 学務部学生課学生生活係 2019年度 2020年4月1日 3年 2022年度末 紙 事務室 学務部学生課学生生活係 廃棄

学生課 教務
入学料，授業料等の免除に関
するもの

令和元年度授業料全額・半額免除者一覧表（秋学期分） 学務部学生課学生生活係 2019年度 2020年4月1日 3年 2022年度末 紙 事務室 学務部学生課学生生活係 廃棄

学生課 教務
入学料，授業料等の免除に関
するもの

令和元年度授業料全額・半額免除金額（秋学期分） 学務部学生課学生生活係 2019年度 2020年4月1日 3年 2022年度末 紙 事務室 学務部学生課学生生活係 廃棄

学生課 教務
入学料，授業料等の免除に関
するもの

令和元年度授業料全額・半額免除金額（春学期分） 学務部学生課学生生活係 2019年度 2020年4月1日 3年 2022年度末 紙 事務室 学務部学生課学生生活係 廃棄

学生課 教務
入学料，授業料等の免除に関
するもの

令和元年度授業料全額・半額免除者一覧表（春学期分） 学務部学生課学生生活係 2019年度 2020年4月1日 3年 2022年度末 紙 事務室 学務部学生課学生生活係 廃棄

学生課 教務
入学料，授業料等の免除に関
するもの

令和元年度授業料免除可能額（秋学期分） 学務部学生課学生生活係 2019年度 2020年4月1日 3年 2022年度末 紙 事務室 学務部学生課学生生活係 廃棄

学生課 教務
入学料，授業料等の免除に関
するもの

令和元年度授業料免除者選考資料（秋学期分） 学務部学生課学生生活係 2019年度 2020年4月1日 3年 2022年度末 紙 事務室 学務部学生課学生生活係 廃棄

学生課 教務
入学料，授業料等の免除に関
するもの

令和元年度授業料免除申請者数（秋学期分） 学務部学生課学生生活係 2019年度 2020年4月1日 3年 2022年度末 紙 事務室 学務部学生課学生生活係 廃棄

学生課 教務
入学料，授業料等の免除に関
するもの

令和元年度授業料免除申請書類（秋学期分） 学務部学生課学生生活係 2019年度 2020年4月1日 3年 2022年度末 紙 事務室 学務部学生課学生生活係 廃棄

学生課 教務
入学料，授業料等の免除に関
するもの

令和元年度授業料免除申請書類（春学期分） 学務部学生課学生生活係 2019年度 2020年4月1日 3年 2022年度末 紙 事務室 学務部学生課学生生活係 廃棄

学生課 教務
入学料，授業料等の免除に関
するもの

令和元年度授業料免除全額・半額免除者数（秋学期分） 学務部学生課学生生活係 2019年度 2020年4月1日 3年 2022年度末 紙 事務室 学務部学生課学生生活係 廃棄

学生課 教務
入学料，授業料等の免除に関
するもの

令和元年度授業料免除全額・半額免除者数（春学期分） 学務部学生課学生生活係 2019年度 2020年4月1日 3年 2022年度末 紙 事務室 学務部学生課学生生活係 廃棄

学生課 教務
入学料，授業料等の免除に関
するもの

令和元年度入学料免除者一覧表 学務部学生課学生生活係 2019年度 2020年4月1日 3年 2022年度末 紙 事務室 学務部学生課学生生活係 廃棄

学生課 教務
入学料，授業料等の免除に関
するもの

令和元年度入学料免除者数 学務部学生課学生生活係 2019年度 2020年4月1日 3年 2022年度末 紙 事務室 学務部学生課学生生活係 廃棄

学生課 教務
入学料，授業料等の免除に関
するもの

令和元年度入学料免除者選考資料 学務部学生課学生生活係 2019年度 2020年4月1日 3年 2022年度末 紙 事務室 学務部学生課学生生活係 廃棄

学生課 教務
入学料，授業料等の免除に関
するもの

令和元年度入学料免除申請提出書類 学務部学生課学生生活係 2019年度 2020年4月1日 3年 2022年度末 紙 事務室 学務部学生課学生生活係 廃棄

学生課 教務
学生生活に関するもので，5年
保存が必要であると認めるも
の

令和元年度献血実施報告書　年間実施予定 学務部学生課学生生活係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部学生課学生生活係 廃棄

学生課 教務
入学料・授業料等の免除に関
するもので，5年保存が必要で
あると認めるもの

令和元年度東日本大震災被災申出書 学務部学生課学生生活係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部学生課学生生活係 廃棄

学生課 教務
学生教育研究災害傷害保険
に関するもの

令和元年度ゆうちょ銀行学生教育研究災害傷害保険分 学務部学生課学生生活係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部学生課学生生活係 廃棄

学生課 会計
学生の生活支援に関するもの
で，5年保存が必要であると認
めるもの

令和元年度予算・支出に関するもの　調査　研修　雑件 学務部学生課学生生活係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部学生課学生生活係 廃棄

学生課 教務
学生教育研究災害傷害保険
に関するもの

令和元年度加入関係文書 学務部学生課学生生活係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部学生課学生生活係 廃棄

学生課 教務
学生教育研究災害傷害保険
に関するもの

令和元年度学生教育研究災害傷害保険分 学務部学生課学生生活係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部学生課学生生活係 廃棄

学生課 教務 学生の生活支援に関するもの 令和元年度学生相談記録（一般相談） 学務部学生課学生生活係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部学生課学生生活係 廃棄

学生課 会計
債権発生通知これに関する決
裁文書

令和元年度債権発生・変更・消滅通知書 学務部学生課学生生活係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部学生課学生生活係 廃棄

学生課 教務
学生の生活支援に関するもの
で，5年保存が必要であると認
めるもの

令和元年度調査　支出見込　募集要項原稿作成 学務部学生課学生生活係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部学生課学生生活係 廃棄

学生課 教務
学生教育研究災害傷害保険
に関するもの

令和元年度保険の解説 学務部学生課学生生活係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部学生課学生生活係 廃棄

学生課 教務
学生教育研究災害傷害保険
に関するもの

令和元年度保険金支払報告書 学務部学生課学生生活係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部学生課学生生活係 廃棄

学生課 教務
学生教育研究災害傷害保険
に関するもの

令和元年度保険金請求書 学務部学生課学生生活係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部学生課学生生活係 廃棄

学生課 教務
入学料・授業料等の免除に関
する重要なもので，無期限保
存が必要であると認めるもの

令和元年度入学料免除・授業料免除に関する通知文書　免除基
準　免除実施状況調査

学務部学生課学生生活係 2019年度 2020年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部学生課学生生活係 廃棄

学生課 教務
学生の健康管理に関するもの
で重要なもので，10年保存が
必要であると認めるもの

令和元年度麻疹（はしか）に対する免疫の確認書 学務部学生課厚生係 2019年度 2020年4月1日 10年 2029年度末 紙 事務室 学務部学生課厚生係 廃棄

学生課 管理・運営
各種委員会の記録に関するも
ので重要なもの

令和元年度学生委員会資料 学務部学生課厚生係 2019年度 2020年4月1日 10年 2029年度末 紙 事務室 学務部学生課厚生係 廃棄

学生課 人事
休暇簿等の給与簿に関するも
の

令和元年度休暇簿 学務部学生課厚生係 2019年度 2020年4月1日 3年 2022年度末 紙 事務室 学務部学生課厚生係 廃棄

学生課 人事
休暇簿等の給与簿に関するも
の

令和元年度休日の振替の割振り変更簿 学務部学生課厚生係 2019年度 2020年4月1日 3年 2022年度末 紙 事務室 学務部学生課厚生係 廃棄

学生課 人事
休暇簿等の給与簿に関するも
の

令和元年度休日の振替の割振り変更簿 学務部学生課厚生係 2019年度 2020年4月1日 3年 2022年度末 紙 事務室 学務部学生課厚生係 廃棄 保健管理センター分

学生課 人事
休暇簿等の給与簿に関するも
の

令和元年度窓口業務に従事する職員の割当表 学務部学生課厚生係 2019年度 2020年4月1日 3年 2022年度末 紙 事務室 学務部学生課厚生係 廃棄

学生課 人事 採用等に関するもの（非常勤） 令和元年度非常勤職員任用計画書 学務部学生課厚生係 2019年度 2020年4月1日 3年 2022年度末 紙 事務室 学務部学生課厚生係 廃棄

学生課 人事 採用等に関するもの（非常勤） 令和元年度非常勤職員の任用依頼 学務部学生課厚生係 2019年度 2020年4月1日 3年 2022年度末 紙 事務室 学務部学生課厚生係 廃棄

学生課 人事 勤務時間記録簿 令和元年度勤務時間記録簿 学務部学生課厚生係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部学生課厚生係 廃棄 保健管理センター分

学生課 人事 勤務時間記録簿 令和元年度勤務時間記録簿 学務部学生課厚生係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部学生課厚生係 廃棄

学生課 教務 学生の表彰に関するもの 令和元年度学生表彰に関する文書 学務部学生課厚生係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部学生課厚生係 廃棄

学生課 教務 学生の生活支援に関するもの 令和元年度学生生活の手引 学務部学生課厚生係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部学生課厚生係 廃棄

学生課 会計 出張に関するもの 令和元年度公務外出申請書 学務部学生課厚生係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部学生課厚生係 廃棄

学生課 会計 出張に関するもの 令和元年度公務外出申請書 学務部学生課厚生係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部学生課厚生係 廃棄 保健管理センター分

学生課 会計 物品購入依頼書 令和元年度購入依頼書 学務部学生課厚生係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部学生課厚生係 廃棄

学生課 会計 出張に関するもの 令和元年度出張報告書 学務部学生課厚生係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部学生課厚生係 廃棄

学生課 会計 出張に関するもの 令和元年度出張報告書 学務部学生課厚生係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部学生課厚生係 廃棄 保健管理センター分

学生課 管理・運営 各種委員会に関するもの 令和元年度保健管理センター運営委員会資料 学務部学生課厚生係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部学生課厚生係 廃棄

学生課 会計 予算配分に関する文書 令和元年度予算配分通知 学務部学生課厚生係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部学生課厚生係 廃棄

学生課 人事 出張に関するもの 令和元年度旅行命令・依頼伺 学務部学生課厚生係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部学生課厚生係 廃棄

学生課 人事 出張に関するもの 令和元年度旅行命令・依頼伺 学務部学生課厚生係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部学生課厚生係 廃棄 保健管理センター分

学生課 会計 資産台帳 令和元年度資産台帳 学務部学生課厚生係 2019年度 2020年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部学生課厚生係 廃棄

学生課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

令和元年度非常勤勤務時間記録簿 学務部学生課厚生係 2019年度 2020年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部学生課厚生係 廃棄

学生課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

令和元年度非常勤勤務時間記録簿 学務部学生課厚生係 2019年度 2020年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部学生課厚生係 廃棄 保健管理センター分
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部局名 １）大分類 ２）中分類 ３）小分類（法人文書ファイル名） ４）作成・取得者
５）作成・取得年度
等

６）起算日 ７）保存期間
８）保存期間
    満了時期

９）媒体の種別 10）保存場所 11）管理担当課・係
12)保存期間満
了時の措置

備考

学生課 教務
学生の健康管理に関するもの
で重要なもので，30年保存が
必要であると認めるもの

令和元年度特別健康診断関係書類 保健管理センター 2019年度 2020年4月1日 30年 2049年度末 紙 事務室 保健管理センター（長） 廃棄

学生課 教務
健康診断表，学生相談記録等
学生及び職員の健康管理に
関するもので重要なもの

令和元年度過重労働面談記録 保健管理センター 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 保健管理センター（長） 廃棄

学生課 教務
健康診断表，学生相談記録等
学生及び職員の健康管理に
関するもので重要なもの

令和元年度診療録 保健管理センター 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 保健管理センター（長） 廃棄

学生課 教務
健康診断表，学生相談記録等
学生及び職員の健康管理に
関するもので重要なもの

令和元年度健康診断実施・記録関係文書 保健管理センター 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 保健管理センター（長） 廃棄

学生課 教務
健康診断表，学生相談記録等
学生及び職員の健康管理に
関するもので重要なもの

令和元年度健康診断調査関係文書 保健管理センター 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 保健管理センター（長） 廃棄

学生課 教務
健康診断表，学生相談記録等
学生及び職員の健康管理に
関するもので重要なもの

令和元年度診療記録 保健管理センター 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 保健管理センター（長） 廃棄

学生課 教務
健康診断表，学生相談記録等
学生及び職員の健康管理に
関するもので重要なもの

令和元年度調査票 保健管理センター 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 保健管理センター（長） 廃棄

学生課 会計 物品購入依頼書 令和元年度役務依頼書 保健管理センター 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 保健管理センター（長） 廃棄

学生課 会計 物品購入依頼書 令和元年度購入依頼書 保健管理センター 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 保健管理センター（長） 廃棄

学生課 会計 予算配分に関する文書 令和元年度予算配分通知 保健管理センター 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 保健管理センター（長） 廃棄

学生課 会計 物品購入依頼書 令和元年度立替払・支出申請書 保健管理センター 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 保健管理センター（長） 廃棄

学生課 会計 資産台帳 令和元年度資産台帳 保健管理センター 2019年度 2020年4月1日 無期限 紙 事務室 保健管理センター（長） 廃棄

学生課 教務
健康診断表，学生相談記録等
学生及び職員の健康管理に
関するもので重要なもの

令和元年度応急処置票 保健管理センター 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 保健管理センター（長） 廃棄

学生課 教務
日本学生支援機構奨学金に
関するもの

令和2年度日本学生支援機構異動関係文書 学務部学生課学生支援係 2020年度 2020年4月1日 3年 2023年度末 紙 事務室 学務部学生課学生支援係 廃棄

学生課 教務
入学料・授業料等の免除に関
する重要なもので，無期限保
存が必要であると認めるもの

令和2年度入学料免除・授業料免除に関する通知文書　免除基準
免除実施状況調査

学務部学生課学生生活係 2020年度 2021年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部学生課学生生活係 廃棄

学生課 人事
休暇簿等の給与簿に関するも
の

令和2年度休暇簿 保健管理センター 2020年度 2021年4月1日 3年 2023年度末 紙 事務室 保健管理センター（長） 廃棄

学生課 教務 教職特待生制度に関するもの
令和2年度教職特待生教職奨学金返還免除・返還期限猶予・返還
等通知書

学務部学生課学生支援係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部学生課学生支援係 廃棄

学生課 会計
債権発生通知及びこれに関す
る決裁文書

令和2年度教職特待生債権発生・消滅通知書 学務部学生課学生支援係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部学生課学生支援係 廃棄

学生課 教務
育英団体等の奨学金に関する
もので重要なもの

令和2年度日本学生支援機構以外の奨学金関係文書 学務部学生課学生支援係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部学生課学生支援係 廃棄

学生課 教務
日本学生支援機構奨学金に
関するもので重要なもの

令和2年度日本学生支援機構採用決定通知文書 学務部学生課学生支援係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部学生課学生支援係 廃棄

学生課 教務
日本学生支援機構奨学金に
関するもので重要なもの

令和2年度日本学生支援機構採用者名簿 学務部学生課学生支援係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部学生課学生支援係 廃棄

学生課 教務
日本学生支援機構奨学金に
関するもので重要なもの

令和2年度日本学生支援機構受給者数 学務部学生課学生支援係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部学生課学生支援係 廃棄

学生課 教務
日本学生支援機構奨学金に
関するもので重要なもの

令和2年度日本学生支援機構申請関係文書 学務部学生課学生支援係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部学生課学生支援係 廃棄

学生課 教務
日本学生支援機構奨学金に
関するもので重要なもの

令和2年度日本学生支援機構申請者数・採用者数 学務部学生課学生支援係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部学生課学生支援係 廃棄

学生課 教務
日本学生支援機構奨学金に
関するもので重要なもの

令和2年度日本学生支援機構推薦関係書類 学務部学生課学生支援係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部学生課学生支援係 廃棄

学生課 教務
日本学生支援機構奨学金に
関するもので重要なもの

令和2年度日本学生支援機構選考一覧表 学務部学生課学生支援係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部学生課学生支援係 廃棄

学生課 教務
日本学生支援機構奨学金に
関するもので重要なもの

令和2年度日本学生支援機構学業成績補導関係文書 学務部学生課学生支援係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部学生課学生支援係 廃棄

学生課 教務 学生の生活支援に関するもの
令和2年度 学びの継続 学生支援緊急給付金
（新型コロナウイルス感染症対策関連）

学務部学生課学生支援係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部学生課学生支援係 移管 歴史的緊急事態関連

学生課 教務 学生の生活支援に関するもの 令和2年度 新型コロナウイルス感染症対策助成事業 学務部学生課学生支援係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部学生課学生支援係 移管 歴史的緊急事態関連

学生課 教務 学生の生活支援に関するもの
令和2年度 緊急貸与・給付奨学金
（新型コロナウイルス感染症対策関連）

学務部学生課学生支援係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部学生課学生支援係 移管 歴史的緊急事態関連

学生課 管理・運営
各種委員会の記録に関するも
ので重要なもの

令和2年度学生支援センター運営委員会　資料 学務部学生課副課長 2020年度 2021年4月1日 10年 2030年度末 紙 事務室 学務部学生課副課長 廃棄

学生課 教務
学生寄宿舎等学生の入退寮
に関するもの

令和2年度　在寮証明 学務部学生課課外教育係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部学生課課外教育係 廃棄

学生課 会計
課外教育の実施に関するもの
で重要なもの

令和2年度課外教育係　予算関係 学務部学生課課外教育係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部学生課課外教育係 廃棄

学生課 教務
学生寄宿舎等学生の入退寮
に関するもの

令和2年度　学寮・国際学生宿舎　入寮者数一覧 学務部学生課課外教育係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部学生課課外教育係 廃棄

学生課 教務
学生寄宿舎等学生の入退寮
に関するもの

令和2年度　学寮臨時入寮募集関係綴 学務部学生課課外教育係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部学生課課外教育係 廃棄

学生課 教務
学生寄宿舎等学生の入退寮
に関するもの

令和2年度　国際学生宿舎経費 学務部学生課課外教育係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部学生課課外教育係 廃棄

学生課 教務
学生寄宿舎等学生の入退寮
に関するもの

令和2年度　新入生4月入寮関係綴 学務部学生課課外教育係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部学生課課外教育係 廃棄

学生課 教務
学生寄宿舎等学生の入退寮
に関するもの

令和2年度　東久留米国際学生宿舎共通経費 学務部学生課課外教育係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部学生課課外教育係 廃棄

学生課 会計
債権発生通知これに関する決
裁文書

令和2年度　債権発生・消滅通知書 学務部学生課課外教育係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部学生課課外教育係 廃棄

学生課 教務
学生寄宿舎等学生の入退寮
に関するもの

令和2年度　退寮届 学務部学生課課外教育係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部学生課課外教育係 廃棄

学生課 教務
学生団体に関するもので重要
なもの

令和2年度サークルガイド 学務部学生課課外教育係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部学生課課外教育係 廃棄

学生課 教務
課外教育の実施に関するもの
で重要なもの

令和2年度サークルリーダー研修実施要項，参加者名簿 学務部学生課課外教育係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部学生課課外教育係 廃棄

学生課 教務
課外教育の実施に関するもの
で重要なもの

令和2年度学園祭点検評価　地域懇談会・学生懇談会 学務部学生課課外教育係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部学生課課外教育係 廃棄

学生課 教務
学生団体に関するもので重要
なもの

令和2年度学外活動届 学務部学生課課外教育係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部学生課課外教育係 廃棄

学生課 教務
課外教育の実施に関するもの
で重要なもの

令和2年度合宿研修実施書，合宿研修実施結果書，参加者名簿 学務部学生課課外教育係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部学生課課外教育係 廃棄

学生課 教務
学生団体に関するもので重要
なもの

令和2年度集会届 学務部学生課課外教育係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部学生課課外教育係 廃棄

学生課 教務
課外教育の実施に関するもの
で重要なもの

令和2年度小金井祭企画書 学務部学生課課外教育係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部学生課課外教育係 廃棄

学生課 教務
学生団体に関するもので重要
なもの

令和2年度団体設立・継続届，顧問教官承諾書，活動計画・報告
書，部員名簿

学務部学生課課外教育係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部学生課課外教育係 廃棄

学生課 教務
学生団体に関するもので重要
なもの

令和2年度被害届 学務部学生課課外教育係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部学生課課外教育係 廃棄

学生課 教務
学生団体に関するもので重要
なもの

令和2年度課外活動計画書
（新型コロナウイルス感染症対策関連を含む）

学務部学生課課外教育係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部学生課課外教育係 移管 歴史的緊急事態関連

学生課 会計 防火管理に関する決裁文書 令和2年度東京学芸大学保全業務消防設備点検報告書 学務部学生課課外教育係 2020年度 2021年4月1日 計画変更後10年 2031年度末 紙 事務室 学務部学生課課外教育係 廃棄

学生課 教務
学生の懲戒等身分の異動に
関するもので重要なもの

令和2年度学生の懲戒に関する文書 学務部学生課学生支援係 2020年度 2021年4月1日 30年 2050年度末 紙 事務室 学務部学生課学生支援係 廃棄

学生課 教務
入学料・授業料等の免除に関
する重要なもので，10年保存
が必要であると認めるもの

令和2年度受付予約表 学務部学生課学生生活係 2020年度 2021年4月1日 10年 2030年度末 紙 事務室 学務部学生課学生生活係 廃棄

学生課 管理・運営
各種委員会の記録に関するも
ので重要なもの

令和2年度キャンパスライフ委員会委員・相談員・専門委員連絡会
資料

学務部学生課学生生活係 2020年度 2021年4月1日 10年 2030年度末 紙 事務室 学務部学生課学生生活係 廃棄

学生課 管理・運営
各種委員会の記録に関するも
ので重要なもの

令和2年度キャンパスライフ委員会資料 学務部学生課学生生活係 2020年度 2021年4月1日 10年 2030年度末 紙 事務室 学務部学生課学生生活係 廃棄

学生課 管理・運営
各種委員会の記録に関するも
ので重要なもの

令和2年度学生相談記録（キャンパスライフ委員会） 学務部学生課学生生活係 2020年度 2021年4月1日 10年 2030年度末 紙 事務室 学務部学生課学生生活係 廃棄

学生課 教務
入学料，授業料等の免除に関
するもの

令和2年度授業料免除可能額（春学期分）
（新型コロナウイルス感染症対策関連を含む）

学務部学生課学生生活係 2020年度 2021年4月1日 3年 2023年度末 紙 事務室 学務部学生課学生生活係 移管 歴史的緊急事態関連

学生課 教務
入学料，授業料等の免除に関
するもの

令和2年度授業料免除者選考資料（春学期分） 学務部学生課学生生活係 2020年度 2021年4月1日 3年 2023年度末 紙 事務室 学務部学生課学生生活係 廃棄

学生課 教務
入学料，授業料等の免除に関
するもの

令和2年度授業料免除者選考資料（春学期分）
（新型コロナウイルス感染症対策関連）

学務部学生課学生生活係 2020年度 2021年4月1日 3年 2023年度末 紙 事務室 学務部学生課学生生活係 移管 歴史的緊急事態関連

学生課 教務
入学料，授業料等の免除に関
するもの

令和2年度入学料免除可能額 学務部学生課学生生活係 2020年度 2021年4月1日 3年 2023年度末 紙 事務室 学務部学生課学生生活係 廃棄

学生課 教務
入学料，授業料等の免除に関
するもの

令和2年度入学料免除金額 学務部学生課学生生活係 2020年度 2021年4月1日 3年 2023年度末 紙 事務室 学務部学生課学生生活係 廃棄
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部局名 １）大分類 ２）中分類 ３）小分類（法人文書ファイル名） ４）作成・取得者
５）作成・取得年度
等

６）起算日 ７）保存期間
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    満了時期

９）媒体の種別 10）保存場所 11）管理担当課・係
12)保存期間満
了時の措置

備考

学生課 教務
入学料，授業料等の免除に関
するもの

令和2授業料免除申請者数（春学期分）
（新型コロナウイルス感染症対策関連を含む）

学務部学生課学生生活係 2020年度 2021年4月1日 3年 2023年度末 紙 事務室 学務部学生課学生生活係 移管 歴史的緊急事態関連

学生課 教務
入学料，授業料等の免除に関
するもの

令和2年度授業料全額・半額免除者一覧表（秋学期分） 学務部学生課学生生活係 2020年度 2021年4月1日 3年 2023年度末 紙 事務室 学務部学生課学生生活係 廃棄

学生課 教務
入学料，授業料等の免除に関
するもの

令和2年度授業料全額・半額免除者一覧表（秋学期分）
（新型コロナウイルス感染症対策関連）

学務部学生課学生生活係 2020年度 2021年4月1日 3年 2023年度末 紙 事務室 学務部学生課学生生活係 移管 歴史的緊急事態関連

学生課 教務
入学料，授業料等の免除に関
するもの

令和2年度授業料全額・半額免除金額（秋学期分） 学務部学生課学生生活係 2020年度 2021年4月1日 3年 2023年度末 紙 事務室 学務部学生課学生生活係 廃棄

学生課 教務
入学料，授業料等の免除に関
するもの

令和2年度授業料全額・半額免除金額（秋学期分）
（新型コロナウイルス感染症対策関連）

学務部学生課学生生活係 2020年度 2021年4月1日 3年 2023年度末 紙 事務室 学務部学生課学生生活係 移管 歴史的緊急事態関連

学生課 教務
入学料，授業料等の免除に関
するもの

令和2年度授業料全額・半額免除金額（春学期分） 学務部学生課学生生活係 2020年度 2021年4月1日 3年 2023年度末 紙 事務室 学務部学生課学生生活係 廃棄

学生課 教務
入学料，授業料等の免除に関
するもの

令和2年度授業料全額・半額免除金額（春学期分）
（新型コロナウイルス感染症対策関連）

学務部学生課学生生活係 2020年度 2021年4月1日 3年 2023年度末 紙 事務室 学務部学生課学生生活係 移管 歴史的緊急事態関連

学生課 教務
入学料，授業料等の免除に関
するもの

令和2年度授業料全額・半額免除者一覧表（春学期分） 学務部学生課学生生活係 2020年度 2021年4月1日 3年 2023年度末 紙 事務室 学務部学生課学生生活係 廃棄

学生課 教務
入学料，授業料等の免除に関
するもの

令和2年度授業料全額・半額免除者一覧表（春学期分）
（新型コロナウイルス感染症対策関連）

学務部学生課学生生活係 2020年度 2021年4月1日 3年 2023年度末 紙 事務室 学務部学生課学生生活係 移管 歴史的緊急事態関連

学生課 教務
入学料，授業料等の免除に関
するもの

令和2年度授業料免除可能額（秋学期分）
（新型コロナウイルス感染症対策関連を含む）

学務部学生課学生生活係 2020年度 2021年4月1日 3年 2023年度末 紙 事務室 学務部学生課学生生活係 移管 歴史的緊急事態関連

学生課 教務
入学料，授業料等の免除に関
するもの

令和2年度授業料免除者選考資料（秋学期分） 学務部学生課学生生活係 2020年度 2021年4月1日 3年 2023年度末 紙 事務室 学務部学生課学生生活係 廃棄

学生課 教務
入学料，授業料等の免除に関
するもの

令和2年度授業料免除者選考資料（秋学期分）
（新型コロナウイルス感染症対策関連）

学務部学生課学生生活係 2020年度 2021年4月1日 3年 2023年度末 紙 事務室 学務部学生課学生生活係 移管 歴史的緊急事態関連

学生課 教務
入学料，授業料等の免除に関
するもの

令和2年度授業料免除申請者数（秋学期分）
（新型コロナウイルス感染症対策関連を含む）

学務部学生課学生生活係 2020年度 2021年4月1日 3年 2023年度末 紙 事務室 学務部学生課学生生活係 移管 歴史的緊急事態関連

学生課 教務
入学料，授業料等の免除に関
するもの

令和2年度授業料免除申請書類（秋学期分） 学務部学生課学生生活係 2020年度 2021年4月1日 3年 2023年度末 紙 事務室 学務部学生課学生生活係 廃棄

学生課 教務
入学料，授業料等の免除に関
するもの

令和2年度授業料免除申請書類（秋学期分）
（新型コロナウイルス感染症対策関連）

学務部学生課学生生活係 2020年度 2021年4月1日 3年 2023年度末 紙 事務室 学務部学生課学生生活係 移管 歴史的緊急事態関連

学生課 教務
入学料，授業料等の免除に関
するもの

令和2年度授業料免除申請書類（春学期分） 学務部学生課学生生活係 2020年度 2021年4月1日 3年 2023年度末 紙 事務室 学務部学生課学生生活係 廃棄

学生課 教務
入学料，授業料等の免除に関
するもの

令和2年度授業料免除申請書類（春学期分）
（新型コロナウイルス感染症対策関連）

学務部学生課学生生活係 2020年度 2021年4月1日 3年 2023年度末 紙 事務室 学務部学生課学生生活係 移管 歴史的緊急事態関連

学生課 教務
入学料，授業料等の免除に関
するもの

令和2年度授業料免除全額・半額免除者数（秋学期分） 学務部学生課学生生活係 2020年度 2021年4月1日 3年 2023年度末 紙 事務室 学務部学生課学生生活係 廃棄

学生課 教務
入学料，授業料等の免除に関
するもの

令和2年度授業料免除全額・半額免除者数（秋学期分）
（新型コロナウイルス感染症対策関連）

学務部学生課学生生活係 2020年度 2021年4月1日 3年 2023年度末 紙 事務室 学務部学生課学生生活係 移管 歴史的緊急事態関連

学生課 教務
入学料，授業料等の免除に関
するもの

令和2年度授業料免除全額・半額免除者数（春学期分） 学務部学生課学生生活係 2020年度 2021年4月1日 3年 2023年度末 紙 事務室 学務部学生課学生生活係 廃棄

学生課 教務
入学料，授業料等の免除に関
するもの

令和2年度授業料免除全額・半額免除者数（春学期分）
（新型コロナウイルス感染症対策関連）

学務部学生課学生生活係 2020年度 2021年4月1日 3年 2023年度末 紙 事務室 学務部学生課学生生活係 移管 歴史的緊急事態関連

学生課 教務
入学料，授業料等の免除に関
するもの

令和2年度入学料免除者一覧表 学務部学生課学生生活係 2020年度 2021年4月1日 3年 2023年度末 紙 事務室 学務部学生課学生生活係 廃棄

学生課 教務
入学料，授業料等の免除に関
するもの

令和2年度入学料免除者数 学務部学生課学生生活係 2020年度 2021年4月1日 3年 2023年度末 紙 事務室 学務部学生課学生生活係 廃棄

学生課 教務
入学料，授業料等の免除に関
するもの

令和2年度入学料免除者選考資料 学務部学生課学生生活係 2020年度 2021年4月1日 3年 2023年度末 紙 事務室 学務部学生課学生生活係 廃棄

学生課 教務
入学料，授業料等の免除に関
するもの

令和2年度入学料免除申請提出書類 学務部学生課学生生活係 2020年度 2021年4月1日 3年 2023年度末 紙 事務室 学務部学生課学生生活係 廃棄

学生課 教務
入学料，授業料等の免除に関
するもので重要なもの

令和２年度給付奨学生に対する免除関係書類 学務部学生課学生生活係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部学生課学生生活係 廃棄

学生課 教務
学生生活に関するもので，5年
保存が必要であると認めるも
の

令和2年度献血実施報告書　年間実施予定 学務部学生課学生生活係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部学生課学生生活係 廃棄

学生課 教務
入学料・授業料等の免除に関
するもので，5年保存が必要で
あると認めるもの

令和2年度東日本大震災被災申出書 学務部学生課学生生活係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部学生課学生生活係 廃棄

学生課 教務
学生教育研究災害傷害保険
に関するもの

令和2年度ゆうちょ銀行学生教育研究災害傷害保険分 学務部学生課学生生活係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部学生課学生生活係 廃棄

学生課 会計
学生の生活支援に関するもの
で，5年保存が必要であると認
めるもの

令和2年度予算・支出に関するもの　調査　研修　雑件 学務部学生課学生生活係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部学生課学生生活係 廃棄

学生課 教務
学生教育研究災害傷害保険
に関するもの

令和2年度加入関係文書 学務部学生課学生生活係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部学生課学生生活係 廃棄

学生課 教務
学生教育研究災害傷害保険
に関するもの

令和2年度学生教育研究災害傷害保険分 学務部学生課学生生活係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部学生課学生生活係 廃棄

学生課 教務 学生の生活支援に関するもの 令和2年度学生相談記録（一般相談） 学務部学生課学生生活係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部学生課学生生活係 廃棄

学生課 会計
債権発生通知これに関する決
裁文書

令和2年度債権発生・変更・消滅通知書 学務部学生課学生生活係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部学生課学生生活係 廃棄

学生課 教務
学生の生活支援に関するもの
で，5年保存が必要であると認
めるもの

令和2年度調査　支出見込　募集要項原稿作成 学務部学生課学生生活係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部学生課学生生活係 廃棄

学生課 教務
学生教育研究災害傷害保険
に関するもの

令和2年度保険の解説 学務部学生課学生生活係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部学生課学生生活係 廃棄

学生課 教務
学生教育研究災害傷害保険
に関するもの

令和2年度保険金支払報告書 学務部学生課学生生活係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部学生課学生生活係 廃棄

学生課 教務
学生教育研究災害傷害保険
に関するもの

令和2年度保険金請求書 学務部学生課学生生活係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部学生課学生生活係 廃棄

学生課 教務
学生の健康管理に関するもの
で重要なもので，10年保存が
必要であると認めるもの

令和2年度麻疹（はしか）に対する免疫の確認書 学務部学生課厚生係 2020年度 2021年4月1日 10年 2030年度末 紙 事務室 学務部学生課厚生係 廃棄

学生課 管理・運営
各種委員会の記録に関するも
ので重要なもの

令和2年度学生委員会資料 学務部学生課厚生係 2020年度 2021年4月1日 10年 2030年度末 紙 事務室 学務部学生課厚生係 廃棄

学生課 人事
休暇簿等の給与簿に関するも
の

令和2年度休暇簿 学務部学生課厚生係 2020年度 2021年4月1日 3年 2023年度末 紙 事務室 学務部学生課厚生係 廃棄

学生課 人事
休暇簿等の給与簿に関するも
の

令和2年度休日の振替の割振り変更簿 学務部学生課厚生係 2020年度 2021年4月1日 3年 2023年度末 紙 事務室 学務部学生課厚生係 廃棄

学生課 人事
休暇簿等の給与簿に関するも
の

令和2年度休日の振替の割振り変更簿 学務部学生課厚生係 2020年度 2021年4月1日 3年 2023年度末 紙 事務室 学務部学生課厚生係 廃棄 保健管理センター分

学生課 人事
休暇簿等の給与簿に関するも
の

令和2年度窓口業務に従事する職員の割当表 学務部学生課厚生係 2020年度 2021年4月1日 3年 2023年度末 紙 事務室 学務部学生課厚生係 廃棄

学生課 人事 採用等に関するもの（非常勤） 令和2年度非常勤職員任用計画書 学務部学生課厚生係 2020年度 2021年4月1日 3年 2023年度末 紙 事務室 学務部学生課厚生係 廃棄

学生課 人事 採用等に関するもの（非常勤） 令和2年度非常勤職員の任用依頼 学務部学生課厚生係 2020年度 2021年4月1日 3年 2023年度末 紙 事務室 学務部学生課厚生係 廃棄

学生課 人事 勤務時間記録簿 令和2年度勤務時間記録簿 学務部学生課厚生係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部学生課厚生係 廃棄 保健管理センター分

学生課 人事 勤務時間記録簿 令和2年度勤務時間記録簿 学務部学生課厚生係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部学生課厚生係 廃棄

学生課 教務 学生の表彰に関するもの 令和2年度学生表彰に関する文書 学務部学生課厚生係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部学生課厚生係 廃棄

学生課 教務 学生の生活支援に関するもの 令和2年度学生生活の手引 学務部学生課厚生係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 電子情報 事務室 学務部学生課厚生係 廃棄

学生課 会計 出張に関するもの 令和2年度公務外出申請書 学務部学生課厚生係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部学生課厚生係 廃棄

学生課 会計 出張に関するもの 令和2年度公務外出申請書 学務部学生課厚生係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部学生課厚生係 廃棄 保健管理センター分

学生課 会計 物品購入依頼書 令和2年度購入依頼書 学務部学生課厚生係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部学生課厚生係 廃棄

学生課 管理・運営 各種委員会に関するもの 令和2年度保健管理センター運営委員会資料 学務部学生課厚生係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部学生課厚生係 廃棄

学生課 会計 予算配分に関する文書 令和2年度予算配分通知 学務部学生課厚生係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部学生課厚生係 廃棄

学生課 会計 資産台帳 令和2年度資産台帳 学務部学生課厚生係 2020年度 2021年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部学生課厚生係 廃棄

学生課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

令和2年度非常勤勤務時間記録簿 学務部学生課厚生係 2020年度 2021年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部学生課厚生係 廃棄

学生課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

令和2年度非常勤勤務時間記録簿 学務部学生課厚生係 2020年度 2021年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部学生課厚生係 廃棄 保健管理センター分

学生課 教務
学生の健康管理に関するもの
で重要なもので，30年保存が
必要であると認めるもの

令和2年度特別健康診断関係書類 保健管理センター 2020年度 2021年4月1日 30年 2050年度末 紙 事務室 保健管理センター（長） 廃棄

学生課 教務
健康診断表，学生相談記録等
学生及び職員の健康管理に
関するもので重要なもの

令和2年度応急処置票 保健管理センター 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 保健管理センター（長） 廃棄

学生課 教務
健康診断表，学生相談記録等
学生及び職員の健康管理に
関するもので重要なもの

令和2年度過重労働面談記録 保健管理センター 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 保健管理センター（長） 廃棄
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12)保存期間満
了時の措置

備考

学生課 教務
健康診断表，学生相談記録等
学生及び職員の健康管理に
関するもので重要なもの

令和2年度診療録 保健管理センター 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 保健管理センター（長） 廃棄

学生課 教務
健康診断表，学生相談記録等
学生及び職員の健康管理に
関するもので重要なもの

令和2年度健康診断実施・記録関係文書 保健管理センター 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 保健管理センター（長） 廃棄

学生課 教務
健康診断表，学生相談記録等
学生及び職員の健康管理に
関するもので重要なもの

令和2年度健康診断調査関係文書 保健管理センター 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 保健管理センター（長） 廃棄

学生課 教務
健康診断表，学生相談記録等
学生及び職員の健康管理に
関するもので重要なもの

令和2年度診療記録 保健管理センター 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 保健管理センター（長） 廃棄

学生課 教務
健康診断表，学生相談記録等
学生及び職員の健康管理に
関するもので重要なもの

令和2年度調査票 保健管理センター 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 保健管理センター（長） 廃棄

学生課 会計 物品購入依頼書 令和2年度役務依頼書 保健管理センター 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 保健管理センター（長） 廃棄

学生課 会計 物品購入依頼書 令和2年度購入依頼書 保健管理センター 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 保健管理センター（長） 廃棄

学生課 会計 予算配分に関する文書 令和2年度予算配分通知 保健管理センター 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 保健管理センター（長） 廃棄

学生課 会計 物品購入依頼書 令和2年度立替払・支出申請書 保健管理センター 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 保健管理センター（長） 廃棄

学生課 会計 資産台帳 令和2年度資産台帳 保健管理センター 2020年度 2021年4月1日 無期限 紙 事務室 保健管理センター（長） 廃棄

学生課 人事
休暇簿等の給与簿に関するも
の

令和3年度休暇簿 保健管理センター 2021年度 2022年4月1日 3年 2024年度末 紙 事務室 保健管理センター（長） 廃棄

学生課 教務
学生の健康管理に関するもの
で重要なもので，30年保存が
必要であると認めるもの

令和2年度特別健康診断関係書類 保健管理センター 2021年度 2022年4月1日 30年 2051年度末 紙 事務室 保健管理センター（長） 廃棄

学生課 教務
健康診断表，学生相談記録等
学生及び職員の健康管理に
関するもので重要なもの

令和3年度応急処置票 保健管理センター 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 保健管理センター（長） 廃棄

学生課 教務
健康診断表，学生相談記録等
学生及び職員の健康管理に
関するもので重要なもの

令和3年度過重労働面談記録 保健管理センター 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 保健管理センター（長） 廃棄

学生課 教務
健康診断表，学生相談記録等
学生及び職員の健康管理に
関するもので重要なもの

令和3年度診療録 保健管理センター 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 保健管理センター（長） 廃棄

学生課 教務
健康診断表，学生相談記録等
学生及び職員の健康管理に
関するもので重要なもの

令和3年度健康診断実施・記録関係文書 保健管理センター 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 保健管理センター（長） 廃棄

学生課 教務
健康診断表，学生相談記録等
学生及び職員の健康管理に
関するもので重要なもの

令和3年度健康診断調査関係文書 保健管理センター 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 保健管理センター（長） 廃棄

学生課 教務
健康診断表，学生相談記録等
学生及び職員の健康管理に
関するもので重要なもの

令和3年度診療記録 保健管理センター 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 保健管理センター（長） 廃棄

学生課 教務
健康診断表，学生相談記録等
学生及び職員の健康管理に
関するもので重要なもの

令和3年度調査票 保健管理センター 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 データ 事務室 保健管理センター（長） 廃棄

学生課 会計 物品購入依頼書 令和3年度役務依頼書 保健管理センター 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 保健管理センター（長） 廃棄

学生課 会計 物品購入依頼書 令和3年度購入依頼書 保健管理センター 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 保健管理センター（長） 廃棄

学生課 会計 予算配分に関する文書 令和3年度予算配分通知 保健管理センター 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 保健管理センター（長） 廃棄

学生課 会計 物品購入依頼書 令和3年度立替払　請求書 保健管理センター 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 保健管理センター（長） 廃棄

学生課 会計 資産台帳 令和3年度資産台帳 保健管理センター 2021年度 2022年4月1日 無期限 紙 事務室 保健管理センター（長） 廃棄

学生課 教務
学生の健康管理に関するもの
で重要なもので，10年保存が
必要であると認めるもの

令和3年度麻疹（はしか）に対する免疫の確認書 学務部学生課厚生係 2021年度 2022年4月1日 10年 2031年度末 紙 事務室 学務部学生課厚生係 廃棄

学生課 管理・運営
各種委員会の記録に関するも
ので重要なもの

令和3年度学生委員会資料 学務部学生課厚生係 2021年度 2022年4月1日 10年 2031年度末 紙 事務室 学務部学生課厚生係 廃棄

学生課 人事
休暇簿等の給与簿に関するも
の

令和3年度休暇簿 学務部学生課厚生係 2021年度 2022年4月1日 3年 2024年度末 紙 事務室 学務部学生課厚生係 廃棄

学生課 人事
休暇簿等の給与簿に関するも
の

令和3年度休日の振替の割振り変更簿 学務部学生課厚生係 2021年度 2022年4月1日 3年 2024年度末 紙 事務室 学務部学生課厚生係 廃棄

学生課 人事
休暇簿等の給与簿に関するも
の

令和3年度休日の振替の割振り変更簿 学務部学生課厚生係 2021年度 2022年4月1日 3年 2024年度末 紙 事務室 学務部学生課厚生係 廃棄 保健管理センター分

学生課 人事
休暇簿等の給与簿に関するも
の

令和3年度窓口業務に従事する職員の割当表 学務部学生課厚生係 2021年度 2022年4月1日 3年 2024年度末 紙 事務室 学務部学生課厚生係 廃棄

学生課 人事 採用等に関するもの（非常勤） 令和3年度非常勤職員任用計画書 学務部学生課厚生係 2021年度 2022年4月1日 3年 2024年度末 紙 事務室 学務部学生課厚生係 廃棄

学生課 人事 採用等に関するもの（非常勤） 令和3年度非常勤職員の任用依頼 学務部学生課厚生係 2021年度 2022年4月1日 3年 2024年度末 紙 事務室 学務部学生課厚生係 廃棄

学生課 人事 勤務時間記録簿 令和3年度勤務時間記録簿 学務部学生課厚生係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 学務部学生課厚生係 廃棄 保健管理センター分

学生課 人事 勤務時間記録簿 令和3年度勤務時間記録簿 学務部学生課厚生係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 学務部学生課厚生係 廃棄

学生課 教務 学生の表彰に関するもの 令和3年度学生表彰に関する文書 学務部学生課厚生係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 学務部学生課厚生係 廃棄

学生課 教務 学生の生活支援に関するもの 令和3年度学生生活の手引 学務部学生課厚生係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 電子情報 事務室 学務部学生課厚生係 廃棄

学生課 会計 出張に関するもの 令和3年度公務外出申請書 学務部学生課厚生係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 学務部学生課厚生係 廃棄

学生課 会計 出張に関するもの 令和3年度公務外出申請書 学務部学生課厚生係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 学務部学生課厚生係 廃棄 保健管理センター分

学生課 会計 物品購入依頼書 令和3年度購入依頼書 学務部学生課厚生係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 学務部学生課厚生係 廃棄

学生課 管理・運営 各種委員会に関するもの 令和3年度保健管理センター運営委員会資料 学務部学生課厚生係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 学務部学生課厚生係 廃棄

学生課 会計 予算配分に関する文書 令和3年度予算配分通知 学務部学生課厚生係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 学務部学生課厚生係 廃棄

学生課 会計 資産台帳 令和3年度資産台帳 学務部学生課厚生係 2021年度 2022年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部学生課厚生係 廃棄

学生課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

令和3年度非常勤勤務時間記録簿 学務部学生課厚生係 2021年度 2022年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部学生課厚生係 廃棄

学生課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

令和3年度非常勤勤務時間記録簿 学務部学生課厚生係 2021年度 2022年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部学生課厚生係 廃棄 保健管理センター分

学生課 教務
学生寄宿舎等学生の入退寮
に関するもの

令和3年度　在寮証明 学務部学生課課外教育係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 学務部学生課課外教育係 廃棄

学生課 会計
課外教育の実施に関するもの
で重要なもの

令和3年度課外教育係　予算関係 学務部学生課課外教育係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 学務部学生課課外教育係 廃棄

学生課 教務
学生寄宿舎等学生の入退寮
に関するもの

令和3年度　学寮・国際学生宿舎　入寮者数一覧 学務部学生課課外教育係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 学務部学生課課外教育係 廃棄

学生課 教務
学生寄宿舎等学生の入退寮
に関するもの

令和3年度　学寮臨時入寮募集関係綴 学務部学生課課外教育係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 学務部学生課課外教育係 廃棄

学生課 教務
学生寄宿舎等学生の入退寮
に関するもの

令和3年度　国際学生宿舎経費 学務部学生課課外教育係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 学務部学生課課外教育係 廃棄

学生課 教務
学生寄宿舎等学生の入退寮
に関するもの

令和3年度　新入生4月入寮関係綴 学務部学生課課外教育係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 学務部学生課課外教育係 廃棄

学生課 教務
学生寄宿舎等学生の入退寮
に関するもの

令和3年度　東久留米国際学生宿舎共通経費 学務部学生課課外教育係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 学務部学生課課外教育係 廃棄

学生課 会計
債権発生通知これに関する決
裁文書

令和3年度　債権発生・消滅通知書 学務部学生課課外教育係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 学務部学生課課外教育係 廃棄

学生課 教務
学生寄宿舎等学生の入退寮
に関するもの

令和3年度　退寮届 学務部学生課課外教育係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 学務部学生課課外教育係 廃棄

学生課 教務
学生団体に関するもで重要な
もの

令和3年度サークルガイド 学務部学生課課外教育係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 学務部学生課課外教育係 廃棄

学生課 教務
課外教育の実施に関するもの
で重要なもの

令和3年度サークルリーダー研修実施要項，参加者名簿 学務部学生課課外教育係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 学務部学生課課外教育係 廃棄

学生課 教務
課外教育の実施に関するもの
で重要なもの

令和3年度学園祭点検評価　地域懇談会・学生懇談会 学務部学生課課外教育係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 学務部学生課課外教育係 廃棄

学生課 教務
学生団体に関するもので重要
なもの

令和3年度学外活動届 学務部学生課課外教育係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 学務部学生課課外教育係 廃棄

学生課 教務
課外教育の実施に関するもの
で重要なもの

令和3年度合宿研修実施書，合宿研修実施結果書，参加者名簿 学務部学生課課外教育係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 学務部学生課課外教育係 廃棄

学生課 教務
学生団体に関するもので重要
なもの

令和3年度集会届 学務部学生課課外教育係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 学務部学生課課外教育係 廃棄

学生課 教務
課外教育の実施に関するもの
で重要なもの

令和3年度小金井祭企画書 学務部学生課課外教育係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 学務部学生課課外教育係 廃棄

学生課 教務
学生団体に関するもので重要
なもの

令和3年度団体設立・継続届，顧問教官承諾書，活動計画・報告
書，部員名簿

学務部学生課課外教育係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 学務部学生課課外教育係 廃棄
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部局名 １）大分類 ２）中分類 ３）小分類（法人文書ファイル名） ４）作成・取得者
５）作成・取得年度
等

６）起算日 ７）保存期間
８）保存期間
    満了時期

９）媒体の種別 10）保存場所 11）管理担当課・係
12)保存期間満
了時の措置

備考

学生課 教務
学生団体に関するもので重要
なもの

令和3年度被害届 学務部学生課課外教育係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 学務部学生課課外教育係 廃棄

学生課 教務
学生団体に関するもので重要
なもの

令和3年度課外活動計画書
（新型コロナウイルス感染症対策関連を含む）

学務部学生課課外教育係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 学務部学生課課外教育係 移管 歴史的緊急事態関連

学生課 会計 防火管理に関する決裁文書 令和3年度東京学芸大学保全業務消防設備点検報告書 学務部学生課課外教育係 2021年度 2022年4月1日 計画変更後10年 2031年度末 紙 事務室 学務部学生課課外教育係 廃棄

学生課 教務
入学料・授業料等の免除に関
する重要なもので，10年保存
が必要であると認めるもの

令和3年度受付予約表 学務部学生課学生生活係 2021年度 2022年4月1日 10年 2031年度末 紙 事務室 学務部学生課学生生活係 廃棄

学生課 管理・運営
各種委員会の記録に関するも
ので重要なもの

令和3年度キャンパスライフ委員会委員・相談員・専門委員連絡会
資料

学務部学生課学生生活係 2021年度 2022年4月1日 10年 2031年度末 紙 事務室 学務部学生課学生生活係 廃棄

学生課 管理・運営
各種委員会の記録に関するも
ので重要なもの

令和3年度キャンパスライフ委員会資料 学務部学生課学生生活係 2021年度 2022年4月1日 10年 2031年度末 紙 事務室 学務部学生課学生生活係 廃棄

学生課 管理・運営
各種委員会の記録に関するも
ので重要なもの

令和3年度学生相談記録（キャンパスライフ委員会） 学務部学生課学生生活係 2021年度 2022年4月1日 10年 2031年度末 紙 事務室 学務部学生課学生生活係 廃棄

学生課 教務
入学料，授業料等の免除に関
するもの

令和3年度授業料免除可能額（春学期分）
（新型コロナウイルス感染症対策関連を含む）

学務部学生課学生生活係 2021年度 2022年4月1日 3年 2023年度末 紙 事務室 学務部学生課学生生活係 移管 歴史的緊急事態関連

学生課 教務
入学料，授業料等の免除に関
するもの

令和3年度授業料免除者選考資料（春学期分） 学務部学生課学生生活係 2021年度 2022年4月1日 3年 2023年度末 紙 事務室 学務部学生課学生生活係 廃棄

学生課 教務
入学料，授業料等の免除に関
するもの

令和3年度授業料免除者選考資料（春学期分）
（新型コロナウイルス感染症対策関連）

学務部学生課学生生活係 2021年度 2022年4月1日 3年 2023年度末 紙 事務室 学務部学生課学生生活係 移管 歴史的緊急事態関連

学生課 教務
入学料，授業料等の免除に関
するもの

令和3年度入学料免除可能額 学務部学生課学生生活係 2021年度 2022年4月1日 3年 2023年度末 紙 事務室 学務部学生課学生生活係 廃棄

学生課 教務
入学料，授業料等の免除に関
するもの

令和3年度入学料免除金額 学務部学生課学生生活係 2021年度 2022年4月1日 3年 2023年度末 紙 事務室 学務部学生課学生生活係 廃棄

学生課 教務
入学料，授業料等の免除に関
するもの

令和3授業料免除申請者数（春学期分）
（新型コロナウイルス感染症対策関連を含む）

学務部学生課学生生活係 2021年度 2022年4月1日 3年 2023年度末 紙 事務室 学務部学生課学生生活係 移管 歴史的緊急事態関連

学生課 教務
入学料，授業料等の免除に関
するもの

令和3年度授業料全額・半額免除者一覧表（秋学期分） 学務部学生課学生生活係 2021年度 2022年4月1日 3年 2023年度末 紙 事務室 学務部学生課学生生活係 廃棄

学生課 教務
入学料，授業料等の免除に関
するもの

令和3年度授業料全額・半額免除者一覧表（秋学期分）
（新型コロナウイルス感染症対策関連）

学務部学生課学生生活係 2021年度 2022年4月1日 3年 2023年度末 紙 事務室 学務部学生課学生生活係 移管 歴史的緊急事態関連

学生課 教務
入学料，授業料等の免除に関
するもの

令和3年度授業料全額・半額免除金額（秋学期分） 学務部学生課学生生活係 2021年度 2022年4月1日 3年 2023年度末 紙 事務室 学務部学生課学生生活係 廃棄

学生課 教務
入学料，授業料等の免除に関
するもの

令和3年度授業料全額・半額免除金額（秋学期分）
（新型コロナウイルス感染症対策関連）

学務部学生課学生生活係 2021年度 2022年4月1日 3年 2023年度末 紙 事務室 学務部学生課学生生活係 移管 歴史的緊急事態関連

学生課 教務
入学料，授業料等の免除に関
するもの

令和3年度授業料全額・半額免除金額（春学期分） 学務部学生課学生生活係 2021年度 2022年4月1日 3年 2023年度末 紙 事務室 学務部学生課学生生活係 廃棄

学生課 教務
入学料，授業料等の免除に関
するもの

令和3年度授業料全額・半額免除金額（春学期分）
（新型コロナウイルス感染症対策関連）

学務部学生課学生生活係 2021年度 2022年4月1日 3年 2023年度末 紙 事務室 学務部学生課学生生活係 移管 歴史的緊急事態関連

学生課 教務
入学料，授業料等の免除に関
するもの

令和3年度授業料全額・半額免除者一覧表（春学期分） 学務部学生課学生生活係 2021年度 2022年4月1日 3年 2023年度末 紙 事務室 学務部学生課学生生活係 廃棄

学生課 教務
入学料，授業料等の免除に関
するもの

令和3年度授業料全額・半額免除者一覧表（春学期分）
（新型コロナウイルス感染症対策関連）

学務部学生課学生生活係 2021年度 2022年4月1日 3年 2023年度末 紙 事務室 学務部学生課学生生活係 移管 歴史的緊急事態関連

学生課 教務
入学料，授業料等の免除に関
するもの

令和3年度授業料免除可能額（秋学期分）
（新型コロナウイルス感染症対策関連を含む）

学務部学生課学生生活係 2021年度 2022年4月1日 3年 2023年度末 紙 事務室 学務部学生課学生生活係 移管 歴史的緊急事態関連

学生課 教務
入学料，授業料等の免除に関
するもの

令和3年度授業料免除者選考資料（秋学期分） 学務部学生課学生生活係 2021年度 2022年4月1日 3年 2023年度末 紙 事務室 学務部学生課学生生活係 廃棄

学生課 教務
入学料，授業料等の免除に関
するもの

令和3年度授業料免除者選考資料（秋学期分）
（新型コロナウイルス感染症対策関連）

学務部学生課学生生活係 2021年度 2022年4月1日 3年 2023年度末 紙 事務室 学務部学生課学生生活係 移管 歴史的緊急事態関連

学生課 教務
入学料，授業料等の免除に関
するもの

令和3年度授業料免除申請者数（秋学期分）
（新型コロナウイルス感染症対策関連を含む）

学務部学生課学生生活係 2021年度 2022年4月1日 3年 2023年度末 紙 事務室 学務部学生課学生生活係 移管 歴史的緊急事態関連

学生課 教務
入学料，授業料等の免除に関
するもの

令和3年度授業料免除申請書類（秋学期分） 学務部学生課学生生活係 2021年度 2022年4月1日 3年 2023年度末 紙 事務室 学務部学生課学生生活係 廃棄

学生課 教務
入学料，授業料等の免除に関
するもの

令和3年度授業料免除申請書類（秋学期分）
（新型コロナウイルス感染症対策関連）

学務部学生課学生生活係 2021年度 2022年4月1日 3年 2023年度末 紙 事務室 学務部学生課学生生活係 移管 歴史的緊急事態関連

学生課 教務
入学料，授業料等の免除に関
するもの

令和3年度授業料免除申請書類（春学期分） 学務部学生課学生生活係 2021年度 2022年4月1日 3年 2023年度末 紙 事務室 学務部学生課学生生活係 廃棄

学生課 教務
入学料，授業料等の免除に関
するもの

令和3年度授業料免除申請書類（春学期分）
（新型コロナウイルス感染症対策関連）

学務部学生課学生生活係 2021年度 2022年4月1日 3年 2023年度末 紙 事務室 学務部学生課学生生活係 移管 歴史的緊急事態関連

学生課 教務
入学料，授業料等の免除に関
するもの

令和3年度授業料免除全額・半額免除者数（秋学期分） 学務部学生課学生生活係 2021年度 2022年4月1日 3年 2023年度末 紙 事務室 学務部学生課学生生活係 廃棄

学生課 教務
入学料，授業料等の免除に関
するもの

令和3年度授業料免除全額・半額免除者数（秋学期分）
（新型コロナウイルス感染症対策関連）

学務部学生課学生生活係 2021年度 2022年4月1日 3年 2023年度末 紙 事務室 学務部学生課学生生活係 移管 歴史的緊急事態関連

学生課 教務
入学料，授業料等の免除に関
するもの

令和3年度授業料免除全額・半額免除者数（春学期分） 学務部学生課学生生活係 2021年度 2022年4月1日 3年 2023年度末 紙 事務室 学務部学生課学生生活係 移管 歴史的緊急事態関連

学生課 教務
入学料，授業料等の免除に関
するもの

令和3年度授業料免除全額・半額免除者数（春学期分）
（新型コロナウイルス感染症対策関連）

学務部学生課学生生活係 2021年度 2022年4月1日 3年 2024年度末 紙 事務室 学務部学生課学生生活係 廃棄

学生課 教務
入学料，授業料等の免除に関
するもの

令和3年度入学料免除者一覧表 学務部学生課学生生活係 2021年度 2022年4月1日 3年 2024年度末 紙 事務室 学務部学生課学生生活係 廃棄

学生課 教務
入学料，授業料等の免除に関
するもの

令和3年度入学料免除者数 学務部学生課学生生活係 2021年度 2022年4月1日 3年 2024年度末 紙 事務室 学務部学生課学生生活係 廃棄

学生課 教務
入学料，授業料等の免除に関
するもの

令和3年度入学料免除者選考資料 学務部学生課学生生活係 2021年度 2022年4月1日 3年 2024年度末 紙 事務室 学務部学生課学生生活係 廃棄

学生課 教務
入学料，授業料等の免除に関
するもの

令和3年度入学料免除申請提出書類 学務部学生課学生生活係 2021年度 2022年4月1日 3年 2024年度末 紙 事務室 学務部学生課学生生活係 廃棄

学生課 教務
入学料，授業料等の免除に関
するもので重要なもの

令和3年度給付奨学生に対する免除関係書類 学務部学生課学生生活係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 学務部学生課学生生活係 廃棄

学生課 教務
学生生活に関するもので，5年
保存が必要であると認めるも
の

令和3年度献血実施報告書　年間実施予定 学務部学生課学生生活係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 学務部学生課学生生活係 廃棄

学生課 教務
入学料・授業料等の免除に関
するもので，5年保存が必要で
あると認めるもの

令和3年度東日本大震災被災申出書 学務部学生課学生生活係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 学務部学生課学生生活係 廃棄

学生課 教務
学生教育研究災害傷害保険
に関するもの

令和3年度ゆうちょ銀行学生教育研究災害傷害保険分 学務部学生課学生生活係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 学務部学生課学生生活係 廃棄

学生課 会計
学生の生活支援に関するもの
で，5年保存が必要であると認
めるもの

令和3年度予算・支出に関するもの　調査　研修　雑件 学務部学生課学生生活係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 学務部学生課学生生活係 廃棄

学生課 教務
学生教育研究災害傷害保険
に関するもの

令和3年度加入関係文書 学務部学生課学生生活係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 学務部学生課学生生活係 廃棄

学生課 教務
学生教育研究災害傷害保険
に関するもの

令和3年度学生教育研究災害傷害保険分 学務部学生課学生生活係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 学務部学生課学生生活係 廃棄

学生課 教務 学生の生活支援に関するもの 令和3年度学生相談記録（一般相談） 学務部学生課学生生活係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 学務部学生課学生生活係 廃棄

学生課 会計
債権発生通知これに関する決
裁文書

令和3年度債権発生・変更・消滅通知書 学務部学生課学生生活係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 学務部学生課学生生活係 廃棄

学生課 教務
学生の生活支援に関するもの
で，5年保存が必要であると認
めるもの

令和3年度調査　支出見込　募集要項原稿作成 学務部学生課学生生活係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 学務部学生課学生生活係 廃棄

学生課 教務
学生教育研究災害傷害保険
に関するもの

令和3年度保険の解説 学務部学生課学生生活係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 学務部学生課学生生活係 廃棄

学生課 教務
学生教育研究災害傷害保険
に関するもの

令和3年度保険金支払報告書 学務部学生課学生生活係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 学務部学生課学生生活係 廃棄

学生課 教務
学生教育研究災害傷害保険
に関するもの

令和3年度保険金請求書 学務部学生課学生生活係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 学務部学生課学生生活係 廃棄

学生課 教務 教職特待生制度に関するもの
令和3年度教職特待生教職奨学金返還免除・返還期限猶予・返還
等通知書

学務部学生課学生支援係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 学務部学生課学生支援係 廃棄

学生課 会計
債権発生通知及びこれに関す
る決裁文書

令和3年度教職特待生債権発生・消滅通知書 学務部学生課学生支援係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 学務部学生課学生支援係 廃棄

学生課 教務
日本学生支援機構奨学金に
関するもので重要なもの

令和3年度日本学生支援機構奨学金奨学生名簿 学務部学生課学生支援係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 電子媒体 OPS 学務部学生課学生支援係 廃棄

学生課 教務
日本学生支援機構奨学金に
関するもの

令和3年度日本学生支援機構奨学金異動・補導関係 学務部学生課学生支援係 2021年度 2022年4月1日 3年 2024年度末 紙 事務室 学務部学生課学生支援係 廃棄

学生課 教務
日本学生支援機構奨学金に
関するもので重要なもの

令和3年度日本学生支援機構奨学金調査関係 学務部学生課学生支援係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 学務部学生課学生支援係 廃棄

学生課 教務
日本学生支援機構奨学金に
関するもので重要なもの

令和3年度日本学生支援機構奨学金推薦関係 学務部学生課学生支援係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 学務部学生課学生支援係 廃棄

学生課 教務
日本学生支援機構奨学金に
関するもので重要なもの

令和3年度日本学生支援機構奨学金継続願・適格認定関係 学務部学生課学生支援係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 学務部学生課学生支援係 廃棄

学生課 教務
育英団体等の奨学金に関する
もので重要なもの

令和3年度一般奨学金関係 学務部学生課学生支援係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 学務部学生課学生支援係 廃棄

学生課 教務 学生の生活支援に関するもの
令和3年度 学びの継続学生支援緊急給付金
（新型コロナウイルス感染症対策関連）

学務部学生課学生支援係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 学務部学生課学生支援係 移管 歴史的緊急事態関連

学生課 教務
学生の懲戒等身分の異動に
関するもので重要なもの

令和3年度学生の懲戒に関する文書 学務部学生課学生支援係 2021年度 2022年4月1日 30年 2051年度末 紙 事務室 学務部学生課学生支援係 廃棄

学生課 教務
実習用通学証明書の発行に
関するもの

令和3年度教育実習用通学証明書関係 学務部学生課学生支援係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 学務部学生課学生支援係 廃棄
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部局名 １）大分類 ２）中分類 ３）小分類（法人文書ファイル名） ４）作成・取得者
５）作成・取得年度
等

６）起算日 ７）保存期間
８）保存期間
    満了時期

９）媒体の種別 10）保存場所 11）管理担当課・係
12)保存期間満
了時の措置

備考

学生課 教務 自転車登録に関するもの 令和3年度自転車登録関係 学務部学生課学生支援係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 電子媒体 OPS 学務部学生課学生支援係 廃棄

学生課 管理・運営
各種委員会の記録に関するも
ので重要なもの

令和3年度学生支援センター運営委員会　資料 学務部学生課副課長 2021年度 2022年4月1日 10年 2031年度末 紙 事務室 学務部学生課副課長 廃棄

キャリア支
援課

管理・運営
学校基本調査に関するもので
重要なもの

平成24年度学校基本調査
学務部学生課キャリア支援室キャリア
支援係

2012年度 2013年4月1日 10年 2022年度末 紙 事務室 学務部キャリア支援課キャリア支援係 廃棄

キャリア支
援課

管理・運営
教員養成学部調査に関するも
ので重要なもの

平成24年度教員養成学部調査
学務部学生課キャリア支援室キャリア
支援係

2012年度 2013年4月1日 10年 2022年度末 紙 事務室 学務部キャリア支援課キャリア支援係 廃棄

キャリア支
援課

管理・運営
学生キャリア支援センター会
議の記録に関するもので重要
なもの

平成24年度学生キャリア支援センター会議
学務部学生課キャリア支援室キャリア
支援係

2012年度 2013年4月1日 10年 2022年度末 紙 事務室 学務部キャリア支援課キャリア支援係 廃棄

キャリア支
援課

管理・運営
学校基本調査に関するもので
重要なもの

平成25年度学校基本調査
学務部学生課キャリア支援室キャリア
支援係

2013年度 2014年4月1日 10年 2023年度末 紙 事務室 学務部キャリア支援課キャリア支援係 廃棄

キャリア支
援課

管理・運営
教員養成学部調査に関するも
ので重要なもの

平成25年度教員養成学部調査
学務部学生課キャリア支援室キャリア
支援係

2013年度 2014年4月1日 10年 2023年度末 紙 事務室 学務部キャリア支援課キャリア支援係 廃棄

キャリア支
援課

管理・運営
学生キャリア支援センター会
議の記録に関するもので重要
なもの

平成25年度学生キャリア支援センター会議
学務部学生課キャリア支援室キャリア
支援係

2013年度 2014年4月1日 10年 2023年度末 紙 事務室 学務部キャリア支援課キャリア支援係 廃棄

キャリア支
援課

管理・運営
学校基本調査に関するもので
重要なもの

平成26年度学校基本調査
学務部学生課キャリア支援室キャリア
支援係

2014年度 2015年4月1日 10年 2024年度末 紙 事務室 学務部キャリア支援課キャリア支援係 廃棄

キャリア支
援課

管理・運営
教員養成学部調査に関するも
ので重要なもの

平成26年度教員養成学部調査
学務部学生課キャリア支援室キャリア
支援係

2014年度 2015年4月1日 10年 2024年度末 紙 事務室 学務部キャリア支援課キャリア支援係 廃棄

キャリア支
援課

管理・運営
学生キャリア支援室会議の記
録に関するもので重要なもの

平成26年度学生キャリア支援室会議
学務部学生課キャリア支援室キャリア
支援係

2014年度 2015年4月1日 10年 2024年度末 紙 事務室 学務部キャリア支援課キャリア支援係 廃棄

キャリア支
援課

管理・運営
学生キャリア支援室会議の記
録に関するもので重要なもの

平成27年度学生キャリア支援室会議
学務部学生課キャリア支援室キャリア
支援係

2015年度 2016年4月1日 10年 2025年度末 紙 事務室 学務部キャリア支援課キャリア支援係 廃棄

キャリア支
援課

管理・運営
学校基本調査に関するもので
重要なもの

平成27年度学校基本調査
学務部学生課キャリア支援室キャリア
支援係

2015年度 2016年4月1日 10年 2025年度末 紙 事務室 学務部キャリア支援課キャリア支援係 廃棄

キャリア支
援課

管理・運営
教員養成学部調査に関するも
ので重要なもの

平成27年度教員養成学部調査
学務部学生課キャリア支援室キャリア
支援係

2015年度 2016年4月1日 10年 2025年度末 紙 事務室 学務部キャリア支援課キャリア支援係 廃棄

キャリア支
援課

管理・運営
学生キャリア支援室会議の記
録に関するもので重要なもの

平成28年度学生キャリア支援室会議 学務部キャリア支援課キャリア支援係 2016年度 2017年4月1日 10年 2026年度末 紙 事務室 学務部キャリア支援課キャリア支援係 廃棄

キャリア支
援課

管理・運営
学校基本調査に関するもので
重要なもの

平成28年度学校基本調査 学務部キャリア支援課キャリア支援係 2016年度 2017年4月1日 10年 2026年度末 紙 事務室 学務部キャリア支援課キャリア支援係 廃棄

キャリア支
援課

管理・運営
教員養成学部調査に関するも
ので重要なもの

平成28年度教員養成学部調査 学務部キャリア支援課キャリア支援係 2016年度 2017年4月1日 10年 2026年度末 紙 事務室 学務部キャリア支援課キャリア支援係 廃棄

キャリア支
援課

人事 特命教授等出勤簿 平成28年度特命教授等出勤簿 学務部キャリア支援課キャリア支援係 2016年度 2017年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部キャリア支援課キャリア支援係 廃棄

キャリア支
援課

人事 非常勤職員出勤簿 平成28年度非常勤職員出勤簿 学務部キャリア支援課キャリア支援係 2016年度 2017年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部キャリア支援課キャリア支援係 廃棄

キャリア支
援課

教務
企業OB・OG名簿に関するも
ので重要なもの

企業ＯＢ・ＯＧ名簿 学務部キャリア支援課企業就職係 2017年度 未定 5年 未定 紙 事務室 学務部キャリア支援課企業就職係 廃棄 継続作成中

キャリア支
援課

教務
企業等への大学案内に関する
もので重要なもの

平成29年度採用のための大学案内－企業用－ 学務部キャリア支援課企業就職係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部キャリア支援課企業就職係 廃棄

キャリア支
援課

教務
総合インターンシップに関する
もの

平成29年度総合インターンシップ 学務部キャリア支援課企業就職係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部キャリア支援課企業就職係 廃棄

キャリア支
援課

教務
就職行事に関するもので重要
なもの

平成29年度就職行事 学務部キャリア支援課企業就職係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部キャリア支援課企業就職係 廃棄

キャリア支
援課

教務
人物証明書・推薦書に関する
もので重要なもの

平成29年度人物証明書・推薦書の発行控 学務部キャリア支援課教員就職係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部キャリア支援課教員就職係 廃棄

キャリア支
援課

教務
日本人学校等専任教員に関
するもので重要なもの

平成29年度日本人学校等専任教員関係 学務部キャリア支援課教員就職係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部キャリア支援課教員就職係 廃棄

キャリア支
援課

教務
教員採用試験に関するもので
重要なもの

平成29年度特別講座 学務部キャリア支援課教員就職係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部キャリア支援課教員就職係 廃棄

キャリア支
援課

教務
教師未来塾に関するもので重
要なもの

平成29年度教師未来塾 学務部キャリア支援課教員就職係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部キャリア支援課教員就職係 廃棄

キャリア支
援課

教務
教員採用試験に関するもので
重要なもの

平成29年度教員採用試験対策講座 学務部キャリア支援課教員就職係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部キャリア支援課教員就職係 廃棄

キャリア支
援課

教務
教員採用試験に関するもので
重要なもの

平成29年度教員採用試験説明会 学務部キャリア支援課教員就職係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部キャリア支援課教員就職係 廃棄

キャリア支
援課

教務
教員採用試験に関するもので
重要なもの

平成29年度全国教育委員会教員採用試験説明会 学務部キャリア支援課教員就職係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部キャリア支援課教員就職係 廃棄

キャリア支
援課

会計 謝金支出に関するもの 謝金（平成29年度） 学務部キャリア支援課教員就職係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部キャリア支援課教員就職係 廃棄

キャリア支
援課

管理・運営
教員就職対策部会に関するも
の

平成29年度教員就職対策部会 学務部キャリア支援課教員就職係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部キャリア支援課教員就職係 廃棄

キャリア支
援課

会計 旅行命令簿 平成29年度旅行命令・依頼伺 学務部キャリア支援課教員就職係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部キャリア支援課教員就職係 廃棄

キャリア支
援課

教務
東京教師養成塾に関するもの
で重要なもの

平成29年度（第14期）東京教師養成塾 学務部キャリア支援課教員就職係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部キャリア支援課キャリア支援係 廃棄

キャリア支
援課

教務
埼玉教員養成セミナーに関す
るもので重要なもの

平成29年度（第11期生）埼玉教員養成セミナー 学務部キャリア支援課教員就職係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部キャリア支援課キャリア支援係 廃棄

キャリア支
援課

教務
大学推薦に関するもので重要
なもの

平成29年度実施大学推薦（選考資料） 学務部キャリア支援課教員就職係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部キャリア支援課教員就職係 廃棄

キャリア支
援課

教務
大学推薦に関するもので重要
なもの

平成29年度実施大学推薦（東京都） 学務部キャリア支援課教員就職係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部キャリア支援課教員就職係 廃棄

キャリア支
援課

教務
大学推薦に関するもので重要
なもの

平成29年度実施大学推薦（東京都以外） 学務部キャリア支援課教員就職係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部キャリア支援課教員就職係 廃棄

キャリア支
援課

管理・運営
学生キャリア支援室会議の記
録に関するもので重要なもの

平成29年度学生キャリア支援室会議 学務部キャリア支援課キャリア支援係 2017年度 2018年4月1日 10年 2027年度末 紙 事務室 学務部キャリア支援課キャリア支援係 廃棄

キャリア支
援課

管理・運営
学校基本調査に関するもので
重要なもの

平成29年度学校基本調査 学務部キャリア支援課キャリア支援係 2017年度 2018年4月1日 10年 2027年度末 紙 事務室 学務部キャリア支援課キャリア支援係 廃棄

キャリア支
援課

管理・運営
教員養成学部調査に関するも
ので重要なもの

平成29年度教員養成学部調査 学務部キャリア支援課キャリア支援係 2017年度 2018年4月1日 10年 2027年度末 紙 事務室 学務部キャリア支援課キャリア支援係 廃棄

キャリア支
援課

教務
学生の就職先に関するもので
重要なもの

平成29年度卒業・修了生進路状況報告 学務部キャリア支援課キャリア支援係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部キャリア支援課キャリア支援係 廃棄

キャリア支
援課

教務
進路希望届に関するもので重
要なもの

平成29年度進路希望届 学務部キャリア支援課キャリア支援係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部キャリア支援課キャリア支援係 廃棄

キャリア支
援課

教務
教員採用試験に関するもので
重要なもの

平成29年度教員採用試験結果・進路内定状況届 学務部キャリア支援課キャリア支援係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部キャリア支援課キャリア支援係 廃棄

キャリア支
援課

教務 就職ガイド 就職ガイド2017 学務部キャリア支援課キャリア支援係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部キャリア支援課キャリア支援係 廃棄

キャリア支
援課

教務 キャリアガイド キャリアガイド2017 学務部キャリア支援課キャリア支援係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部キャリア支援課キャリア支援係 廃棄

キャリア支
援課

教務
学校インターンシップに関する
もの

平成29年度学校インターンシップ関係 学務部キャリア支援課キャリア支援係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部キャリア支援課キャリア支援係 廃棄

キャリア支
援課

教務
学校支援教育ボランティアの
関係で５年保存が必要である
と認めるもの

平成29年度学校支援教育ボランティア 学務部キャリア支援課キャリア支援係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部キャリア支援課キャリア支援係 廃棄

キャリア支
援課

管理・運営
公的機関・民間アンケートに関
するもの

平成29年度各種アンケート調査（公的機関・民間） 学務部キャリア支援課キャリア支援係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部キャリア支援課キャリア支援係 廃棄

キャリア支
援課

人事 勤務時間記録簿 平成29年度勤務時間記録簿 学務部キャリア支援課キャリア支援係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部キャリア支援課キャリア支援係 廃棄

キャリア支
援課

人事
時間外勤務予定表の関係で５
年保存が必要であると認める
もの

平成29年度時間外勤務予定表 学務部キャリア支援課キャリア支援係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部キャリア支援課キャリア支援係 廃棄

キャリア支
援課

人事 公務外出に関するもの 平成29年度公務外出 学務部キャリア支援課キャリア支援係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部キャリア支援課キャリア支援係 廃棄

キャリア支
援課

人事 特命教授等出勤簿 平成29年度特命教授等出勤簿 学務部キャリア支援課キャリア支援係 2017年度 2018年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部キャリア支援課キャリア支援係 廃棄

キャリア支
援課

人事 非常勤職員出勤簿 平成29年度非常勤職員出勤簿 学務部キャリア支援課キャリア支援係 2017年度 2018年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部キャリア支援課キャリア支援係 廃棄

キャリア支
援課

人事 職員別給与簿 平成29年給与簿 学務部キャリア支援課キャリア支援係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部キャリア支援課キャリア支援係 廃棄

キャリア支
援課

会計 旅行命令簿 平成29年度旅行命令等関係 学務部キャリア支援課キャリア支援係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部キャリア支援課キャリア支援係 廃棄

キャリア支
援課

会計 物品購入依頼書 平成29年度購入依頼書 学務部キャリア支援課キャリア支援係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部キャリア支援課キャリア支援係 廃棄

キャリア支
援課

教務
卒業生・修了生動向調査に関
するもので重要なもの

平成29年度卒業生・修了生動向調査 学務部キャリア支援課キャリア支援係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部キャリア支援課キャリア支援係 廃棄

キャリア支
援課

管理・運営
学生キャリア支援室会議の記
録に関するもので重要なもの

平成30年度学生キャリア支援室会議 学務部キャリア支援課キャリア支援係 2018年度 2019年4月1日 10年 2028年度末 紙 事務室 学務部キャリア支援課キャリア支援係 廃棄

キャリア支
援課

管理・運営
学校基本調査に関するもので
重要なもの

平成30年度学校基本調査 学務部キャリア支援課キャリア支援係 2018年度 2019年4月1日 10年 2028年度末 紙 事務室 学務部キャリア支援課キャリア支援係 廃棄

キャリア支
援課

管理・運営
教員養成学部調査に関するも
ので重要なもの

平成30年度教員養成学部調査 学務部キャリア支援課キャリア支援係 2018年度 2019年4月1日 10年 2028年度末 紙 事務室 学務部キャリア支援課キャリア支援係 廃棄
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キャリア支
援課

教務
卒業・修了生進路状況報告に
関するもので重要なもの

平成30年度卒業・修了生進路状況報告 学務部キャリア支援課キャリア支援係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部キャリア支援課キャリア支援係 廃棄

キャリア支
援課

教務
進路希望届に関するもので重
要なもの

平成30年度進路希望届 学務部キャリア支援課キャリア支援係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部キャリア支援課キャリア支援係 廃棄

キャリア支
援課

教務
教員採用試験に関するもので
重要なもの

平成30年度教員採用試験結果・進路内定状況届 学務部キャリア支援課キャリア支援係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部キャリア支援課キャリア支援係 廃棄

キャリア支
援課

教務 キャリアガイド キャリアガイド2018 学務部キャリア支援課キャリア支援係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部キャリア支援課キャリア支援係 廃棄

キャリア支
援課

教務
学校インターンシップに関する
もの

平成30年度学校インターンシップ関係 学務部キャリア支援課キャリア支援係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部キャリア支援課キャリア支援係 廃棄

キャリア支
援課

教務
学校支援教育ボランティアの
関係で５年保存が必要である
と認めるもの

平成30年度学校支援教育ボランティア 学務部キャリア支援課キャリア支援係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部キャリア支援課キャリア支援係 廃棄

キャリア支
援課

管理・運営
公的機関・民間アンケートに関
するもの

平成30年度各種アンケート調査（公的機関・民間） 学務部キャリア支援課キャリア支援係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部キャリア支援課キャリア支援係 廃棄

キャリア支
援課

人事 勤務時間記録簿 平成30年度勤務時間記録簿 学務部キャリア支援課キャリア支援係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部キャリア支援課キャリア支援係 廃棄

キャリア支
援課

人事
時間外勤務予定表の関係で５
年保存が必要であると認める
もの

平成30年度時間外勤務予定表 学務部キャリア支援課キャリア支援係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部キャリア支援課キャリア支援係 廃棄

キャリア支
援課

人事 公務外出に関するもの 平成30年度公務外出 学務部キャリア支援課キャリア支援係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部キャリア支援課キャリア支援係 廃棄

キャリア支
援課

人事 特命教授等出勤簿 平成30年度特命教授等出勤簿 学務部キャリア支援課キャリア支援係 2018年度 2019年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部キャリア支援課キャリア支援係 廃棄

キャリア支
援課

人事 非常勤職員出勤簿 平成30年度非常勤職員出勤簿 学務部キャリア支援課キャリア支援係 2018年度 2019年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部キャリア支援課キャリア支援係 廃棄

キャリア支
援課

人事 職員別給与簿 平成30年給与簿 学務部キャリア支援課キャリア支援係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部キャリア支援課キャリア支援係 廃棄

キャリア支
援課

会計 旅行命令簿 平成30年度旅行命令等関係 学務部キャリア支援課キャリア支援係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部キャリア支援課キャリア支援係 廃棄

キャリア支
援課

会計 物品購入依頼書 平成30年度購入依頼書 学務部キャリア支援課キャリア支援係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部キャリア支援課キャリア支援係 廃棄

キャリア支
援課

教務
学生の就職先に関するもので
重要なもの

平成30年度卒業生・修了生動向調査 学務部キャリア支援課キャリア支援係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部キャリア支援課キャリア支援係 廃棄

キャリア支
援課

教務
企業等への大学案内に関する
もので重要なもの

平成30年度　印刷物　採用のための大学案内・行事一覧 学務部キャリア支援課企業就職係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部キャリア支援課企業就職係 廃棄

キャリア支
援課

教務
総合インターンシップに関する
もの

平成30年度総合インターンシップ 学務部キャリア支援課企業就職係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部キャリア支援課企業就職係 廃棄

キャリア支
援課

教務
就職行事に関するもので重要
なもの

平成30年度就職行事 学務部キャリア支援課企業就職係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部キャリア支援課企業就職係 廃棄

キャリア支
援課

教務
人物証明書・推薦書に関する
もので重要なもの

平成30年度人物証明書・推薦書の発行控 学務部キャリア支援課教員就職係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部キャリア支援課教員就職係 廃棄

キャリア支
援課

教務
日本人学校等専任教員に関
するもので重要なもの

平成30年度日本人学校等専任教員関係 学務部キャリア支援課教員就職係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部キャリア支援課教員就職係 廃棄

キャリア支
援課

教務
教員採用試験に関するもので
重要なもの

平成30年～31年　教師力養成特別講座 学務部キャリア支援課教員就職係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部キャリア支援課教員就職係 廃棄

キャリア支
援課

教務
教員採用試験に関するもので
重要なもの

平成30年度特別講座 学務部キャリア支援課教員就職係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部キャリア支援課教員就職係 廃棄

キャリア支
援課

教務
教員採用試験に関するもので
重要なもの

平成30年度教員採用１次試験対策学内模試・人物試験対策講
座・１次試験対策講座

学務部キャリア支援課教員就職係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部キャリア支援課教員就職係 廃棄

キャリア支
援課

教務
教師未来塾に関するもので重
要なもの

平成30年度教師未来塾 学務部キャリア支援課教員就職係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部キャリア支援課教員就職係 廃棄

キャリア支
援課

教務
教員採用試験に関するもので
重要なもの

平成30年度教員採用試験対策講座 学務部キャリア支援課教員就職係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部キャリア支援課教員就職係 廃棄

キャリア支
援課

教務
教員採用試験に関するもので
重要なもの

平成30年度教員採用試験説明会 学務部キャリア支援課教員就職係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部キャリア支援課教員就職係 廃棄

キャリア支
援課

教務
教員採用試験に関するもので
重要なもの

平成30年度全国教育委員会教員採用試験説明会 学務部キャリア支援課教員就職係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部キャリア支援課教員就職係 廃棄

キャリア支
援課

教務
教員採用試験に関するもので
重要なもの

平成30年度実施教員採用試験受験状況調査 学務部キャリア支援課教員就職係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部キャリア支援課教員就職係 廃棄

キャリア支
援課

会計 謝金支出に関するもの 謝金（平成30年度） 学務部キャリア支援課教員就職係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部キャリア支援課教員就職係 廃棄

キャリア支
援課

管理・運営
教員就職対策部会に関するも
の

平成30年度教員就職対策部会 学務部キャリア支援課教員就職係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部キャリア支援課教員就職係 廃棄

キャリア支
援課

会計 旅行命令簿 平成30年度旅行命令・依頼伺 学務部キャリア支援課教員就職係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部キャリア支援課教員就職係 廃棄

キャリア支
援課

教務
東京教師養成塾に関するもの
で重要なもの

平成30年度（第15期）東京教師養成塾 学務部キャリア支援課教員就職係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部キャリア支援課キャリア支援係 廃棄

キャリア支
援課

教務
埼玉教員養成セミナーに関す
るもので重要なもの

平成30年度（第13期生）埼玉教員養成セミナー 学務部キャリア支援課教員就職係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部キャリア支援課キャリア支援係 廃棄

キャリア支
援課

教務
大学推薦に関するもので重要
なもの

平成30年度実施大学推薦①（通知・学内選考） 学務部キャリア支援課教員就職係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部キャリア支援課教員就職係 廃棄

キャリア支
援課

教務
大学推薦に関するもので重要
なもの

平成30年度実施大学推薦②（応募・結果） 学務部キャリア支援課教員就職係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部キャリア支援課教員就職係 廃棄

キャリア支
援課

管理・運営
学生キャリア支援室会議の記
録に関するもので重要なもの

令和元年度学生キャリア支援室運営会議 学務部キャリア支援課キャリア支援係 2019年度 2020年4月1日 10年 2029年度末 紙 事務室 学務部キャリア支援課キャリア支援係 廃棄

キャリア支
援課

管理・運営
学校基本調査に関するもので
重要なもの

令和元年度学校基本調査 学務部キャリア支援課キャリア支援係 2019年度 2020年4月1日 10年 2029年度末 紙 事務室 学務部キャリア支援課キャリア支援係 廃棄

キャリア支
援課

管理・運営
教員養成学部調査に関するも
ので重要なもの

令和元年度教員養成学部調査 学務部キャリア支援課キャリア支援係 2019年度 2020年4月1日 10年 2029年度末 紙 事務室 学務部キャリア支援課キャリア支援係 廃棄

キャリア支
援課

教務
卒業・修了生進路状況報告に
関するもので重要なもの

令和元年度卒業・修了生進路状況報告 学務部キャリア支援課キャリア支援係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部キャリア支援課キャリア支援係 廃棄

キャリア支
援課

教務
進路希望届に関するもので重
要なもの

令和元年度進路希望届 学務部キャリア支援課キャリア支援係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部キャリア支援課キャリア支援係 廃棄

キャリア支
援課

教務
教員採用試験に関するもので
重要なもの

令和元年度教員採用試験結果・進路内定状況届 学務部キャリア支援課キャリア支援係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部キャリア支援課キャリア支援係 廃棄

キャリア支
援課

教務 キャリアガイド キャリアガイド2019 学務部キャリア支援課キャリア支援係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部キャリア支援課キャリア支援係 廃棄

キャリア支
援課

教務
学校インターンシップに関する
もの

令和元年度学校インターンシップ関係 学務部キャリア支援課キャリア支援係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部キャリア支援課キャリア支援係 廃棄

キャリア支
援課

教務
学校支援教育ボランティアの
関係で５年保存が必要である
と認めるもの

令和元年度学校支援教育ボランティア 学務部キャリア支援課キャリア支援係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部キャリア支援課キャリア支援係 廃棄

キャリア支
援課

管理・運営
公的機関・民間アンケートに関
するもの

令和元年度各種アンケート調査（公的機関・民間） 学務部キャリア支援課キャリア支援係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部キャリア支援課キャリア支援係 廃棄

キャリア支
援課

教務

キャリア支援セミナー・年度初
めオリエンテーションの関係で
３年保存が必要であると認め
るもの

令和元年度キャリア支援セミナー・年度初めオリエンテーション 学務部キャリア支援課キャリア支援係 2019年度 2020年4月1日 3年 2022年度末 紙 事務室 学務部キャリア支援課キャリア支援係 廃棄

キャリア支
援課

人事
勤務日及び勤務時間表に関
するもの

令和元年度勤務日及び勤務時間表 学務部キャリア支援課キャリア支援係 2019年度 2020年4月1日 3年 2022年度末 紙 事務室 学務部キャリア支援課キャリア支援係 廃棄

キャリア支
援課

人事 勤務時間記録簿 令和元年度勤務時間記録簿 学務部キャリア支援課キャリア支援係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部キャリア支援課キャリア支援係 廃棄

キャリア支
援課

人事
時間外勤務予定表の関係で５
年保存が必要であると認める
もの

令和元年度時間外勤務予定表 学務部キャリア支援課キャリア支援係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部キャリア支援課キャリア支援係 廃棄

キャリア支
援課

人事 休暇簿 令和元年休暇簿 学務部キャリア支援課キャリア支援係 2019年度 2020年4月1日 3年 2022年末 紙 事務室 学務部キャリア支援課キャリア支援係 廃棄

キャリア支
援課

人事 特殊勤務手当の整理簿 令和元年度特殊勤務手当の整理簿 学務部キャリア支援課キャリア支援係 2019年度 2020年4月1日 3年 2022年度末 紙 事務室 学務部キャリア支援課キャリア支援係 廃棄

キャリア支
援課

人事 公務外出に関するもの 令和元年度公務外出 学務部キャリア支援課キャリア支援係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部キャリア支援課キャリア支援係 廃棄

キャリア支
援課

人事 特命教授等出勤簿 令和元年度特命教授等出勤簿 学務部キャリア支援課キャリア支援係 2019年度 2020年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部キャリア支援課キャリア支援係 廃棄

キャリア支
援課

人事 非常勤職員出勤簿 令和元年度非常勤職員出勤簿 学務部キャリア支援課キャリア支援係 2019年度 2020年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部キャリア支援課キャリア支援係 廃棄

キャリア支
援課

人事 非常勤職員採用に関するもの 令和元年度非常勤職員採用関係 学務部キャリア支援課キャリア支援係 2019年度 2020年4月1日 3年 2022年度末 紙 事務室 学務部キャリア支援課キャリア支援係 廃棄

キャリア支
援課

人事 特命教授等採用に関するもの 令和元年度特命教授等採用関係 学務部キャリア支援課キャリア支援係 2019年度 2020年4月1日 3年 2022年度末 紙 事務室 学務部キャリア支援課キャリア支援係 廃棄

キャリア支
援課

会計 旅行命令簿 令和元年度旅行命令等関係 学務部キャリア支援課キャリア支援係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部キャリア支援課キャリア支援係 廃棄

キャリア支
援課

会計 物品購入依頼書 令和元年度購入依頼書 学務部キャリア支援課キャリア支援係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部キャリア支援課キャリア支援係 廃棄

キャリア支
援課

教務
卒業生・修了生動向調査に関
するもので重要なもの

令和元年度卒業生・修了生動向調査 学務部キャリア支援課キャリア支援係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部キャリア支援課キャリア支援係 廃棄

キャリア支
援課

教務
企業等への大学案内に関する
もので重要なもの

令和元年度　印刷物　採用のための大学案内・行事一覧 学務部キャリア支援課企業就職係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部キャリア支援課企業就職係 廃棄
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備考

キャリア支
援課

教務
総合インターンシップに関する
もの

令和元年度総合インターンシップ 学務部キャリア支援課企業就職係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部キャリア支援課企業就職係 廃棄

キャリア支
援課

教務
就職行事に関するもので重要
なもの

令和元年度就職行事 学務部キャリア支援課企業就職係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部キャリア支援課企業就職係 廃棄

キャリア支
援課

教務 教員採用試験に関するもの 令和元年度実施教員採用試験受験報告書 学務部キャリア支援課教員就職係 2019年度 2020年4月1日 3年 2022年度末 紙 事務室 学務部キャリア支援課教員就職係 廃棄

キャリア支
援課

教務 東京教師養成塾に関するもの 東京教師養成塾受験報告書　令和元年度実施 学務部キャリア支援課キャリア支援係 2019年度 2020年4月1日 3年 2022年度末 紙 事務室 学務部キャリア支援課キャリア支援係 廃棄

キャリア支
援課

教務
埼玉教員養成セミナーに関す
るもの

埼玉教員養成セミナー受験報告（令和元年度） 学務部キャリア支援課キャリア支援係 2019年度 2020年4月1日 3年 2022年度末 紙 事務室 学務部キャリア支援課キャリア支援係 廃棄

キャリア支
援課

教務
人物証明書・推薦書に関する
もので重要なもの

令和元年度人物証明書・推薦書の発行控 学務部キャリア支援課教員就職係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部キャリア支援課教員就職係 廃棄

キャリア支
援課

教務
日本人学校等専任教員に関
するもので重要なもの

令和元年度日本人学校等専任教員関係 学務部キャリア支援課教員就職係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部キャリア支援課教員就職係 廃棄

キャリア支
援課

教務
教員採用試験に関するもので
重要なもの

令和元年～2年　教師力養成特別講座 学務部キャリア支援課教員就職係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部キャリア支援課教員就職係 廃棄

キャリア支
援課

教務
教員採用試験に関するもので
重要なもの

令和元年度特別講座 学務部キャリア支援課教員就職係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部キャリア支援課教員就職係 廃棄

キャリア支
援課

教務
教員採用試験に関するもので
重要なもの

令和元年度教員採用１次試験対策学内模試・人物試験対策講座・
１次試験対策講座

学務部キャリア支援課教員就職係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部キャリア支援課教員就職係 廃棄

キャリア支
援課

教務
教師未来塾に関するもので重
要なもの

令和元年度教師未来塾 学務部キャリア支援課教員就職係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部キャリア支援課教員就職係 廃棄

キャリア支
援課

教務
教員採用試験に関するもので
重要なもの

令和元年度教員採用試験対策講座 学務部キャリア支援課教員就職係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部キャリア支援課教員就職係 廃棄

キャリア支
援課

教務
教員採用試験に関するもので
重要なもの

令和元年度教員採用試験説明会 学務部キャリア支援課教員就職係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部キャリア支援課教員就職係 廃棄

キャリア支
援課

教務
教員採用試験に関するもので
重要なもの

令和元年度全国教育委員会教員採用試験説明会 学務部キャリア支援課教員就職係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部キャリア支援課教員就職係 廃棄

キャリア支
援課

教務
教員採用試験に関するもので
重要なもの

令和元年度実施教員採用試験受験状況調査 学務部キャリア支援課教員就職係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部キャリア支援課教員就職係 廃棄

キャリア支
援課

会計 謝金支出に関するもの 謝金（令和元年度） 学務部キャリア支援課教員就職係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部キャリア支援課教員就職係 廃棄

キャリア支
援課

管理・運営
教員就職対策部会に関するも
の

令和元年度教員就職対策部会 学務部キャリア支援課教員就職係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部キャリア支援課教員就職係 廃棄

キャリア支
援課

会計 旅行命令簿 令和元年度旅行命令・依頼伺 学務部キャリア支援課教員就職係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部キャリア支援課教員就職係 廃棄

キャリア支
援課

教務
東京教師養成塾に関するもの
で重要なもの

令和元年度（第16期）東京教師養成塾 学務部キャリア支援課キャリア支援係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部キャリア支援課キャリア支援係 廃棄

キャリア支
援課

教務
埼玉教員養成セミナーに関す
るもので重要なもの

令和元年度（第14期生）埼玉教員養成セミナー 学務部キャリア支援課キャリア支援係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部キャリア支援課キャリア支援係 廃棄

キャリア支
援課

教務
大学推薦に関するもので重要
なもの

令和元年度実施大学推薦①（通知・学内選考） 学務部キャリア支援課教員就職係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部キャリア支援課教員就職係 廃棄

キャリア支
援課

教務
大学推薦に関するもので重要
なもの

令和元年度実施大学推薦②（応募・結果） 学務部キャリア支援課教員就職係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部キャリア支援課教員就職係 廃棄

キャリア支
援課

管理・運営
学生キャリア支援室会議の記
録に関するもので重要なもの

令和2年度学生キャリア支援室運営会議 学務部キャリア支援課キャリア支援係 2020年度 2021年4月1日 10年 2030年度末 紙 事務室 学務部キャリア支援課キャリア支援係 廃棄

キャリア支
援課

管理・運営
学校基本調査に関するもので
重要なもの

令和2年度学校基本調査 学務部キャリア支援課キャリア支援係 2020年度 2021年4月1日 10年 2030年度末 紙 事務室 学務部キャリア支援課キャリア支援係 廃棄

キャリア支
援課

管理・運営
教員養成学部調査に関するも
ので重要なもの

令和2年度教員養成学部調査 学務部キャリア支援課キャリア支援係 2020年度 2021年4月1日 10年 2030年度末 紙 事務室 学務部キャリア支援課キャリア支援係 廃棄

キャリア支
援課

教務
卒業・修了生進路状況報告に
関するもので重要なもの

令和2年度卒業・修了生進路状況報告 学務部キャリア支援課キャリア支援係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部キャリア支援課キャリア支援係 廃棄

キャリア支
援課

教務
進路希望届に関するもので重
要なもの

令和2年度進路希望届 学務部キャリア支援課キャリア支援係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部キャリア支援課キャリア支援係 廃棄

キャリア支
援課

教務
教員採用試験に関するもので
重要なもの

令和2年度教員採用試験結果・進路内定状況届 学務部キャリア支援課キャリア支援係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部キャリア支援課キャリア支援係 廃棄

キャリア支
援課

教務
学校インターンシップに関する
もの

令和2年度学校インターンシップ関係 学務部キャリア支援課キャリア支援係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部キャリア支援課キャリア支援係 廃棄

キャリア支
援課

教務
学校支援教育ボランティアの
関係で５年保存が必要である
と認めるもの

令和2年度学校支援教育ボランティア 学務部キャリア支援課キャリア支援係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部キャリア支援課キャリア支援係 廃棄

キャリア支
援課

管理・運営
公的機関・民間アンケートに関
するもの

令和2年度各種アンケート調査（公的機関・民間） 学務部キャリア支援課キャリア支援係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部キャリア支援課キャリア支援係 廃棄

キャリア支
援課

教務

キャリア支援セミナー・年度初
めオリエンテーションの関係で
３年保存が必要であると認め
るもの

令和2年度キャリア支援セミナー・年度初めオリエンテーション 学務部キャリア支援課キャリア支援係 2020年度 2021年4月1日 3年 2023年度末 紙 事務室 学務部キャリア支援課キャリア支援係 廃棄

キャリア支
援課

人事
勤務日及び勤務時間表に関
するもの

令和2年度勤務日及び勤務時間表 学務部キャリア支援課キャリア支援係 2020年度 2021年4月1日 3年 2023年度末 紙 事務室 学務部キャリア支援課キャリア支援係 廃棄

キャリア支
援課

人事 勤務時間記録簿 令和2年度勤務時間記録簿 学務部キャリア支援課キャリア支援係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部キャリア支援課キャリア支援係 廃棄

キャリア支
援課

人事
時間外勤務予定表の関係で５
年保存が必要であると認める
もの

令和2年度時間外勤務予定表 学務部キャリア支援課キャリア支援係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部キャリア支援課キャリア支援係 廃棄

キャリア支
援課

人事 休暇簿 令和2年休暇簿 学務部キャリア支援課キャリア支援係 2020年度 2021年4月1日 3年 2023年度末 紙 事務室 学務部キャリア支援課キャリア支援係 廃棄

キャリア支
援課

人事 特殊勤務手当の整理簿 令和2年度特殊勤務手当の整理簿 学務部キャリア支援課キャリア支援係 2020年度 2021年4月1日 3年 2023年度末 紙 事務室 学務部キャリア支援課キャリア支援係 廃棄

キャリア支
援課

人事 公務外出に関するもの 令和2年度公務外出 学務部キャリア支援課キャリア支援係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部キャリア支援課キャリア支援係 廃棄

キャリア支
援課

人事 特命教授等出勤簿 令和2年度特命教授等出勤簿 学務部キャリア支援課キャリア支援係 2020年度 2021年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部キャリア支援課キャリア支援係 廃棄

キャリア支
援課

人事 非常勤職員出勤簿 令和2年度非常勤職員出勤簿 学務部キャリア支援課キャリア支援係 2020年度 2021年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部キャリア支援課キャリア支援係 廃棄

キャリア支
援課

人事 非常勤職員採用に関するもの 令和2年度非常勤職員採用関係 学務部キャリア支援課キャリア支援係 2020年度 2021年4月1日 3年 2023年度末 紙 事務室 学務部キャリア支援課キャリア支援係 廃棄

キャリア支
援課

人事 特命教授等採用に関するもの 令和2年度特命教授等採用関係 学務部キャリア支援課キャリア支援係 2020年度 2021年4月1日 3年 2023年度末 紙 事務室 学務部キャリア支援課キャリア支援係 廃棄

キャリア支
援課

会計 旅行命令簿 令和2年度旅行命令等関係 学務部キャリア支援課キャリア支援係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部キャリア支援課キャリア支援係 廃棄

キャリア支
援課

会計 物品購入依頼書 令和2年度購入依頼書 学務部キャリア支援課キャリア支援係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部キャリア支援課キャリア支援係 廃棄

キャリア支
援課

教務
卒業生・修了生動向調査に関
するもので重要なもの

令和2年度卒業生・修了生動向調査 学務部キャリア支援課キャリア支援係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部キャリア支援課キャリア支援係 廃棄

キャリア支
援課

教務
企業等への大学案内に関する
もので重要なもの

令和2年度　印刷物　採用のための大学案内・行事一覧 学務部キャリア支援課企業就職係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部キャリア支援課企業就職係 廃棄

キャリア支
援課

教務
総合インターンシップに関する
もの

令和2年度総合インターンシップ 学務部キャリア支援課企業就職係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部キャリア支援課企業就職係 廃棄

キャリア支
援課

教務
就職行事に関するもので重要
なもの

令和2年度就職行事 学務部キャリア支援課企業就職係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部キャリア支援課企業就職係 廃棄

キャリア支
援課

教務 教員採用試験に関するもの 令和2年度実施教員採用試験受験報告書 学務部キャリア支援課教員就職係 2020年度 2021年4月1日 3年 2023年度末 紙 事務室 学務部キャリア支援課教員就職係 廃棄

キャリア支
援課

教務 東京教師養成塾に関するもの 東京教師養成塾受験報告書　令和2年度実施 学務部キャリア支援課キャリア支援係 2020年度 2021年4月1日 3年 2023年度末 紙 事務室 学務部キャリア支援課キャリア支援係 廃棄

キャリア支
援課

教務
埼玉教員養成セミナーに関す
るもの

埼玉教員養成セミナー受験報告（令和2年度） 学務部キャリア支援課キャリア支援係 2020年度 2021年4月1日 3年 2023年度末 紙 事務室 学務部キャリア支援課キャリア支援係 廃棄

キャリア支
援課

教務
人物証明書・推薦書に関する
もので重要なもの

令和2年度人物証明書・推薦書の発行控 学務部キャリア支援課教員就職係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部キャリア支援課教員就職係 廃棄

キャリア支
援課

教務
日本人学校等専任教員に関
するもので重要なもの

令和2年度日本人学校等専任教員関係 学務部キャリア支援課教員就職係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部キャリア支援課教員就職係 廃棄

キャリア支
援課

教務
教員採用試験に関するもので
重要なもの

令和2～3年教師力養成特別講座 学務部キャリア支援課教員就職係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部キャリア支援課教員就職係 廃棄

キャリア支
援課

教務
教員採用試験に関するもので
重要なもの

令和2年度特別講座 学務部キャリア支援課教員就職係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部キャリア支援課教員就職係 廃棄

キャリア支
援課

教務
教員採用試験に関するもので
重要なもの

令和2年度教員採用１次試験対策学内模試・人物試験対策講座 学務部キャリア支援課教員就職係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部キャリア支援課教員就職係 廃棄

キャリア支
援課

教務
教員採用試験に関するもので
重要なもの

令和2年度教員採用試験対策講座 学務部キャリア支援課教員就職係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部キャリア支援課教員就職係 廃棄

キャリア支
援課

教務
教員採用試験に関するもので
重要なもの

令和2年度教員採用試験説明会 学務部キャリア支援課教員就職係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部キャリア支援課教員就職係 廃棄

キャリア支
援課

教務
教員採用試験に関するもので
重要なもの

令和2年度全国教育委員会教員採用試験説明会 学務部キャリア支援課教員就職係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部キャリア支援課教員就職係 廃棄

キャリア支
援課

教務
教員採用試験に関するもので
重要なもの

令和2年度実施教員採用試験受験状況調査 学務部キャリア支援課教員就職係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部キャリア支援課教員就職係 廃棄

キャリア支
援課

会計 謝金支出に関するもの 謝金（令和2年度） 学務部キャリア支援課教員就職係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部キャリア支援課教員就職係 廃棄
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備考

キャリア支
援課

会計 旅行命令簿 令和2年度旅行命令・依頼伺 学務部キャリア支援課教員就職係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部キャリア支援課教員就職係 廃棄

キャリア支
援課

教務
東京教師養成塾に関するもの
で重要なもの

令和2年度（第18期）東京教師養成塾 学務部キャリア支援課キャリア支援係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部キャリア支援課キャリア支援係 廃棄

キャリア支
援課

教務
埼玉教員養成セミナーに関す
るもので重要なもの

令和2年度（第15期生）埼玉教員養成セミナー 学務部キャリア支援課キャリア支援係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部キャリア支援課キャリア支援係 廃棄

キャリア支
援課

教務
大学推薦に関するもので重要
なもの

令和2年度実施大学推薦②（学内選考） 学務部キャリア支援課教員就職係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部キャリア支援課教員就職係 廃棄

キャリア支
援課

教務
大学推薦に関するもので重要
なもの

令和2年度実施大学推薦③（応募・結果） 学務部キャリア支援課教員就職係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部キャリア支援課教員就職係 廃棄

キャリア支
援課

教務
大学推薦に関するもので重要
なもの

令和2年度実施大学推薦①（推薦依頼） 学務部キャリア支援課教員就職係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部キャリア支援課教員就職係 廃棄

キャリア支
援課

管理・運営
学生キャリア支援室会議の記
録に関するもので重要なもの

令和3年度学生キャリア支援室運営会議 学務部キャリア支援課キャリア支援係 2021年度 2021年4月1日 10年 2031年度末 紙 事務室 学務部キャリア支援課キャリア支援係 廃棄

キャリア支
援課

管理・運営
学校基本調査に関するもので
重要なもの

令和3年度学校基本調査 学務部キャリア支援課キャリア支援係 2021年度 2022年4月1日 10年 2031年度末 紙 事務室 学務部キャリア支援課キャリア支援係 廃棄

キャリア支
援課

管理・運営
教員養成学部調査に関するも
ので重要なもの

令和3年度教員養成学部調査 学務部キャリア支援課キャリア支援係 2021年度 2022年4月1日 10年 2031年度末 紙 事務室 学務部キャリア支援課キャリア支援係 廃棄

キャリア支
援課

教務
就職・進学状況に関する調査
に関するもので重要なもの

令和3年度就職・進学状況に関する調査 学務部キャリア支援課キャリア支援係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 学務部キャリア支援課キャリア支援係 廃棄

キャリア支
援課

教務
就職・進学状況に関する調査
に関するもので重要なもの

令和3年度就職・進学状況に関する調査 学務部キャリア支援課キャリア支援係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 電子情報 事務室 学務部キャリア支援課キャリア支援係 廃棄

キャリア支
援課

教務
進路希望届に関するもので重
要なもの

令和3年度進路希望届 学務部キャリア支援課キャリア支援係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 学務部キャリア支援課キャリア支援係 廃棄

キャリア支
援課

教務
進路希望届に関するもので重
要なもの

令和3年度進路希望届 学務部キャリア支援課キャリア支援係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 電子情報 事務室 学務部キャリア支援課キャリア支援係 廃棄

キャリア支
援課

教務
学校インターンシップに関する
もの

令和3年度学校インターンシップ関係 学務部キャリア支援課キャリア支援係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 学務部キャリア支援課キャリア支援係 廃棄

キャリア支
援課

教務
学校支援教育ボランティアの
関係で５年保存が必要である
と認めるもの

令和3年度学校支援教育ボランティア 学務部キャリア支援課キャリア支援係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 学務部キャリア支援課キャリア支援係 廃棄

キャリア支
援課

管理・運営
公的機関・民間アンケートに関
するもの

令和3年度各種アンケート調査（公的機関・民間） 学務部キャリア支援課キャリア支援係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 学務部キャリア支援課キャリア支援係 廃棄

キャリア支
援課

教務

キャリア支援セミナー・年度初
めオリエンテーションの関係で
３年保存が必要であると認め
るもの

令和3年度キャリア支援セミナー・年度初めオリエンテーション 学務部キャリア支援課キャリア支援係 2021年度 2022年4月1日 3年 2024年度末 紙 事務室 学務部キャリア支援課キャリア支援係 廃棄

キャリア支
援課

人事
勤務日及び勤務時間表に関
するもの

令和3年度勤務日及び勤務時間表 学務部キャリア支援課キャリア支援係 2021年度 2022年4月1日 3年 2024年度末 紙 事務室 学務部キャリア支援課キャリア支援係 廃棄

キャリア支
援課

人事 勤務時間記録簿 令和3年度勤務時間記録簿 学務部キャリア支援課キャリア支援係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 学務部キャリア支援課キャリア支援係 廃棄

キャリア支
援課

人事
時間外勤務予定表の関係で５
年保存が必要であると認める
もの

令和3年度時間外勤務予定表 学務部キャリア支援課キャリア支援係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 学務部キャリア支援課キャリア支援係 廃棄

キャリア支
援課

人事 休暇簿 令和3年休暇簿 学務部キャリア支援課キャリア支援係 2021年度 2022年4月1日 3年 2024年度末 紙 事務室 学務部キャリア支援課キャリア支援係 廃棄

キャリア支
援課

人事 特殊勤務手当の整理簿 令和3年度特殊勤務手当の整理簿 学務部キャリア支援課キャリア支援係 2021年度 2022年4月1日 3年 2024年度末 紙 事務室 学務部キャリア支援課キャリア支援係 廃棄

キャリア支
援課

人事 公務外出に関するもの 令和3年度公務外出 学務部キャリア支援課キャリア支援係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 学務部キャリア支援課キャリア支援係 廃棄

キャリア支
援課

人事 特命教授等出勤簿 令和3年度特命教授等出勤簿 学務部キャリア支援課キャリア支援係 2021年度 2022年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部キャリア支援課キャリア支援係 廃棄

キャリア支
援課

人事 非常勤職員出勤簿 令和3年度非常勤職員出勤簿 学務部キャリア支援課キャリア支援係 2021年度 2022年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部キャリア支援課キャリア支援係 廃棄

キャリア支
援課

人事 非常勤職員採用に関するもの 令和3年度非常勤職員採用関係 学務部キャリア支援課キャリア支援係 2021年度 2022年4月1日 3年 2024年度末 紙 事務室 学務部キャリア支援課キャリア支援係 廃棄

キャリア支
援課

人事 特命教授等採用に関するもの 令和3年度特命教授等採用関係 学務部キャリア支援課キャリア支援係 2021年度 2022年4月1日 3年 2024年度末 紙 事務室 学務部キャリア支援課キャリア支援係 廃棄

キャリア支
援課

会計 旅行命令簿 令和3年度旅行命令等関係 学務部キャリア支援課キャリア支援係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 学務部キャリア支援課キャリア支援係 廃棄

キャリア支
援課

会計 物品購入依頼書 令和3年度購入依頼書 学務部キャリア支援課キャリア支援係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 学務部キャリア支援課キャリア支援係 廃棄

キャリア支
援課

教務
卒業生・修了生動向調査に関
するもので重要なもの

令和3年度卒業生・修了生動向調査 学務部キャリア支援課キャリア支援係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 学務部キャリア支援課キャリア支援係 廃棄

キャリア支
援課

教務
企業等への大学案内に関する
もので重要なもの

令和3年度　印刷物　採用のための大学案内・行事一覧 学務部キャリア支援課企業就職係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 学務部キャリア支援課企業就職係 廃棄

キャリア支
援課

教務
総合インターンシップに関する
もの

令和3年度総合インターンシップ 学務部キャリア支援課企業就職係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 学務部キャリア支援課企業就職係 廃棄

キャリア支
援課

教務
就職行事に関するもので重要
なもの

令和3年度就職行事 学務部キャリア支援課企業就職係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 学務部キャリア支援課企業就職係 廃棄

キャリア支
援課

教務 教員採用試験に関するもの 令和3年度実施教員採用試験受験報告書 学務部キャリア支援課教員就職係 2021年度 2022年4月1日 3年 2024年度末 紙 事務室 学務部キャリア支援課教員就職係 廃棄

キャリア支
援課

教務 東京教師養成塾に関するもの 東京教師養成塾受験報告書　令和3年度実施 学務部キャリア支援課キャリア支援係 2021年度 2022年4月1日 3年 2024年度末 紙 事務室 学務部キャリア支援課キャリア支援係 廃棄

キャリア支
援課

教務
埼玉教員養成セミナーに関す
るもの

埼玉教員養成セミナー受験報告（令和3年度） 学務部キャリア支援課キャリア支援係 2021年度 2022年4月1日 3年 2024年度末 紙 事務室 学務部キャリア支援課キャリア支援係 廃棄

キャリア支
援課

教務
人物証明書・推薦書に関する
もので重要なもの

令和3年度人物証明書・推薦書の発行控 学務部キャリア支援課教員就職係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 学務部キャリア支援課教員就職係 廃棄

キャリア支
援課

教務
教員採用試験に関するもので
重要なもの

令和3～4年教師力養成特別講座 学務部キャリア支援課教員就職係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 学務部キャリア支援課教員就職係 廃棄

キャリア支
援課

教務
教員採用試験に関するもので
重要なもの

令和3年度特別講座 学務部キャリア支援課教員就職係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 学務部キャリア支援課教員就職係 廃棄

キャリア支
援課

教務
教員採用試験に関するもので
重要なもの

令和3年度教員採用１次試験対策学内模試・人物試験対策講座 学務部キャリア支援課教員就職係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 学務部キャリア支援課教員就職係 廃棄

キャリア支
援課

教務
教員採用試験に関するもので
重要なもの

令和3年度教員採用試験対策講座 学務部キャリア支援課教員就職係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 学務部キャリア支援課教員就職係 廃棄

キャリア支
援課

教務
教員採用試験に関するもので
重要なもの

令和3年度教員採用試験説明会 学務部キャリア支援課教員就職係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 学務部キャリア支援課教員就職係 廃棄

キャリア支
援課

教務
教員採用試験に関するもので
重要なもの

令和3年度全国教育委員会教員採用試験説明会 学務部キャリア支援課教員就職係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 学務部キャリア支援課教員就職係 廃棄

キャリア支
援課

教務
教員採用試験に関するもので
重要なもの

令和3年度実施教員採用試験受験状況調査 学務部キャリア支援課教員就職係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 学務部キャリア支援課教員就職係 廃棄

キャリア支
援課

会計 謝金支出に関するもの 謝金（令和3年度） 学務部キャリア支援課教員就職係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 学務部キャリア支援課教員就職係 廃棄

キャリア支
援課

会計 旅行命令簿 令和3年度旅行命令・依頼伺 学務部キャリア支援課教員就職係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 学務部キャリア支援課教員就職係 廃棄

キャリア支
援課

教務
東京教師養成塾に関するもの
で重要なもの

令和3年度（第19期）東京教師養成塾 学務部キャリア支援課キャリア支援係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 学務部キャリア支援課キャリア支援係 廃棄

キャリア支
援課

教務
埼玉教員養成セミナーに関す
るもので重要なもの

令和3年度（第16期生）埼玉教員養成セミナー 学務部キャリア支援課キャリア支援係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 学務部キャリア支援課キャリア支援係 廃棄

キャリア支
援課

教務
大学推薦に関するもので重要
なもの

令和3年度実施大学推薦①（推薦依頼） 学務部キャリア支援課教員就職係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 学務部キャリア支援課教員就職係 廃棄

キャリア支
援課

教務
大学推薦に関するもので重要
なもの

令和3年度実施大学推薦②（学内選考） 学務部キャリア支援課教員就職係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 学務部キャリア支援課教員就職係 廃棄

キャリア支
援課

教務
大学推薦に関するもので重要
なもの

令和3年度実施大学推薦③（応募・結果） 学務部キャリア支援課教員就職係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 学務部キャリア支援課教員就職係 廃棄

キャリア支
援課

教務
教員採用試験に関するもので
重要なもの

キャリア相談予約者情報（教員就職相談） 学務部キャリア支援課教員就職係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 電子（システム） 事務室 学務部キャリア支援課教員就職係 廃棄

キャリア支
援課

教務
教員採用試験に関するもので
重要なもの

キャリア相談予約者情報（教員採用試験対策講座） 学務部キャリア支援課教員就職係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 電子（システム） 事務室 学務部キャリア支援課教員就職係 廃棄

入試課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成2年度非常勤職員出勤簿 入試課入学試験第一係 1991年度 1992年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部入試課大学院入試係 廃棄

入試課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成3年度非常勤職員出勤簿 入試課入学試験第一係 1992年度 1993年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部入試課大学院入試係 廃棄

入試課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成5年度非常勤職員出勤簿 入試課入学試験第一係 1993年度 1994年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部入試課大学院入試係 廃棄

入試課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成6年度非常勤職員出勤簿 入試課入学試験第一係 1994年度 1995年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部入試課大学院入試係 廃棄

入試課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成7年度非常勤職員出勤簿 入試課入学試験第一係 1995年度 1996年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部入試課大学院入試係 廃棄

入試課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成8年度非常勤職員出勤簿 入試課入学試験第一係 1996年度 1997年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部入試課大学院入試係 廃棄

入試課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成9年度非常勤職員出勤簿 入試課入学試験第一係 1997年度 1998年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部入試課大学院入試係 廃棄

入試課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成10年度非常勤職員出勤簿 入試課入学試験第一係 1998年度 1999年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部入試課大学院入試係 廃棄

33/190



法人文書ファイル管理簿データ（全学）

部局名 １）大分類 ２）中分類 ３）小分類（法人文書ファイル名） ４）作成・取得者
５）作成・取得年度
等

６）起算日 ７）保存期間
８）保存期間
    満了時期

９）媒体の種別 10）保存場所 11）管理担当課・係
12)保存期間満
了時の措置

備考

入試課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成11年度非常勤職員出勤簿 入試課入学試験第一係 1999年度 2000年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部入試課大学院入試係 廃棄

入試課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成12年度非常勤職員出勤簿 入試課入学試験第一係 2000年度 2001年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部入試課大学院入試係 廃棄

入試課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成13年度非常勤職員出勤簿 入試課入学試験第一係 2001年度 2002年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部入試課大学院入試係 廃棄

入試課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成14年度非常勤職員出勤簿 入試課入学試験第一係 2002年度 2003年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部入試課大学院入試係 廃棄

入試課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成15年度非常勤職員出勤簿 入試課入学試験第一係 2003年度 2004年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部入試課大学院入試係 廃棄

入試課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成16年度非常勤職員出勤簿 入試課入学試験第一係 2004年度 2005年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部入試課大学院入試係 廃棄

入試課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成17年度非常勤職員出勤簿 学務部入試課大学院入試係 2005年度 2006年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部入試課大学院入試係 廃棄

入試課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成18年度非常勤職員出勤簿 学務部入試課大学院入試係 2006年度 2007年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部入試課大学院入試係 廃棄

入試課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成19年度非常勤職員出勤簿 学務部入試課大学院入試係 2007年度 2008年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部入試課大学院入試係 廃棄

入試課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成20年度非常勤職員出勤簿 学務部入試課大学院入試係 2008年度 2009年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部入試課大学院入試係 廃棄

入試課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成21年度非常勤職員出勤簿 学務部入試課大学院入試係 2009年度 2010年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部入試課大学院入試係 廃棄

入試課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

昭和62年度出勤簿 入試課入学試験第一係 1988年度 1989年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部入試課大学院入試係 廃棄

入試課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

昭和63年度出勤簿 入試課入学試験第一係 1989年度 1990年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部入試課大学院入試係 廃棄

入試課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

昭和64年，平成元年度出勤簿 入試課入学試験第一係 1990年度 1991年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部入試課大学院入試係 廃棄

入試課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成2年度出勤簿 入試課入学試験第一係 1991年度 1992年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部入試課大学院入試係 廃棄

入試課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成3年度出勤簿 入試課入学試験第一係 1992年度 1993年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部入試課大学院入試係 廃棄

入試課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成4年度出勤簿 入試課入学試験第一係 1993年度 1994年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部入試課大学院入試係 廃棄

入試課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成5年度出勤簿 入試課入学試験第一係 1994年度 1995年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部入試課大学院入試係 廃棄

入試課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成6年度出勤簿 入試課入学試験第一係 1995年度 1996年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部入試課大学院入試係 廃棄

入試課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成7年度出勤簿 入試課入学試験第一係 1996年度 1997年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部入試課大学院入試係 廃棄

入試課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成8年度出勤簿 入試課入学試験第一係 1997年度 1998年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部入試課大学院入試係 廃棄

入試課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成9年度出勤簿 入試課入学試験第一係 1998年度 1999年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部入試課大学院入試係 廃棄

入試課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成10年度出勤簿 入試課入学試験第一係 1999年度 2000年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部入試課大学院入試係 廃棄

入試課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成11年度出勤簿 入試課入学試験第一係 2000年度 2001年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部入試課大学院入試係 廃棄

入試課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成12年度出勤簿 入試課入学試験第一係 2001年度 2002年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部入試課大学院入試係 廃棄

入試課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成13年度出勤簿 入試課入学試験第一係 2002年度 2003年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部入試課大学院入試係 廃棄

入試課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成14年度出勤簿 入試課入学試験第一係 2003年度 2004年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部入試課大学院入試係 廃棄

入試課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成15年度出勤簿 入試課入学試験第一係 2004年度 2005年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部入試課大学院入試係 廃棄

入試課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成16年度出勤簿 入試課入学試験第一係 2005年度 2006年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部入試課大学院入試係 廃棄

入試課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成17年度出勤簿 入試課入学試験第一係 2006年度 2007年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部入試課大学院入試係 廃棄

入試課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成18年度出勤簿 入試課入学試験第一係 2007年度 2008年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部入試課大学院入試係 廃棄

入試課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成19年度出勤簿 入試課入学試験第一係 2008年度 2009年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部入試課大学院入試係 廃棄

入試課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成20年度出勤簿 入試課入学試験第一係 2009年度 2010年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部入試課大学院入試係 廃棄

入試課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成21年度出勤簿 入試課入学試験第一係 2010年度 2011年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部入試課大学院入試係 廃棄

入試課 会計 資産台帳 資産台帳関係綴 学務部入試課大学院入試係 2005年度 2006年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部入試課大学院入試係 廃棄

入試課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成22年度非常勤職員勤務時間記録簿 学務部入試課大学院入試係 2010年度 2011年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部入試課大学院入試係 廃棄

入試課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成23年度非常勤職員勤務時間記録簿 学務部入試課大学院入試係 2011年度 2012年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部入試課大学院入試係 廃棄

入試課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成24年度非常勤職員勤務時間記録簿 学務部入試課大学院入試係 2012年度 2013年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部入試課大学院入試係 廃棄

入試課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成25年度非常勤職員勤務時間記録簿 学務部入試課大学院入試係 2013年度 2014年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部入試課大学院入試係 廃棄

入試課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成26年度非常勤職員勤務時間記録簿 学務部入試課大学院入試係 2014年度 2015年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部入試課大学院入試係 廃棄

入試課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成27年度非常勤職員勤務時間記録簿 学務部入試課大学院入試係 2015年度 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部入試課大学院入試係 廃棄

入試課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成28年度非常勤職員勤務時間記録簿 学務部入試課大学院入試係 2016年度 2017年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部入試課大学院入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 平成30年度高大接続特別入試出願書類 学務部入試課副課長 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部入試課副課長 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 平成30年度高大接続実施委員会 学務部入試課副課長 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部入試課副課長 廃棄

入試課 人事 勤務時間記録簿 平成29年度勤務時間記録簿 学務部入試課大学院入試係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部入試課大学院入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 平成30年度前期日程関係 学務部入試課学部入試係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部入試課学部入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 平成30年度推薦入試関係 学務部入試課学部入試係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部入試課学部入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 平成30年度学部募集要項関係 学務部入試課学部入試係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部入試課学部入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 平成30年度学部入学試験出願書類 学務部入試課学部入試係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部入試課学部入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 平成30年度学部入学試験答案 学務部入試課学部入試係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部入試課学部入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 平成30年度学部入学試験問題綴り 学務部入試課学部入試係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部入試課学部入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 平成30年度学部入学試験開示請求関係 学務部入試課学部入試係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部入試課学部入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 平成30年度学部入学者選抜資料 学務部入試課学部入試係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部入試課学部入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 平成29年度学部入試委員会 学務部入試課学部入試係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部入試課学部入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 平成30年度推薦入学学生特別選抜試験出願書類 学務部入試課学部入試係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部入試課学部入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 平成30年度推薦入学学生特別選抜入学試験問題綴り 学務部入試課学部入試係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部入試課学部入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 平成30年度推薦入学学生特別選抜試験答案 学務部入試課学部入試係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部入試課学部入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 平成29年度入試情報委員会 学務部入試課連合大学院入試係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部入試課連合大学院入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 平成30年度大学入試センター 学務部入試課大学院入試係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部入試課大学院入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 平成30年度大学院教育学研究科試験関係 学務部入試課大学院入試係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部入試課大学院入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 平成29年度拡大研究科運営委員会、研究科運営委員会 学務部入試課大学院入試係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部入試課大学院入試係 廃棄
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入試課 教務 入学試験等に関するもの 平成29年度研究科運営委員会入試部会 学務部入試課大学院入試係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部入試課大学院入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 平成29年度大学院教育学研究科出願資格審査関係 学務部入試課大学院入試係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部入試課大学院入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 平成30年度大学院教育学研究科入学試験出願書類 学務部入試課大学院入試係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部入試課大学院入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 平成30年度大学院教育学研究科入学試験問題綴り 学務部入試課大学院入試係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部入試課大学院入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 平成30年度大学院教育学研究科入学試験答案 学務部入試課大学院入試係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部入試課大学院入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 平成30年度大学院教育学研究科入学者選抜資料 学務部入試課大学院入試係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部入試課大学院入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 平成30年度大学院（博士課程）試験関係 学務部入試課連合大学院入試係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部入試課連合大学院入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 平成30年度大学院（博士課程）入学試験出願書類 学務部入試課連合大学院入試係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部入試課連合大学院入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 平成30年度特別支援教育特別専攻科試験関係 学務部入試課連合大学院入試係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部入試課連合大学院入試係 廃棄

入試課 管理・運営 各種統計調査に関するもの 平成29年度諸調査 学務部入試課大学院入試係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部入試課大学院入試係 廃棄

入試課 人事 勤務時間報告書 平成29年度勤務時間報告書 学務部入試課大学院入試係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部入試課大学院入試係 廃棄

入試課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成29年度非常勤職員勤務時間記録簿 学務部入試課大学院入試係 2017年度 2018年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部入試課大学院入試係 廃棄

入試課 会計 旅行命令簿 平成29年度旅行命令・依頼伺 学務部入試課大学院入試係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部入試課大学院入試係 廃棄

入試課 会計 物品購入依頼書 平成29年度購入依頼書 学務部入試課大学院入試係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部入試課大学院入試係 廃棄

入試課 会計
予算管理のため5年保存が必
要であるもの

平成29年度予算関係文書 学務部入試課大学院入試係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部入試課大学院入試係 廃棄

入試課 会計 予算配分に関する文書 平成29年度予算配分通知 学務部入試課大学院入試係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部入試課大学院入試係 廃棄

入試課 会計 旅行命令簿 平成29年度公務外出関係 学務部入試課大学院入試係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部入試課大学院入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 平成29年度入学者選抜専門委員会 学務部入試課副課長 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部入試課副課長 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 平成31年度高大接続特別入試出願書類 学務部入試課副課長 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部入試課副課長 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 平成31年度高大接続実施委員会 学務部入試課副課長 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部入試課副課長 廃棄

入試課 人事 勤務時間記録簿 平成30年度勤務時間記録簿 学務部入試課大学院入試係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部入試課大学院入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 平成31年度前期日程関係 学務部入試課学部入試係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部入試課学部入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 平成31年度推薦入試関係 学務部入試課学部入試係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部入試課学部入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 平成31年度学部募集要項関係 学務部入試課学部入試係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部入試課学部入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 平成31年度学部入学試験出願書類 学務部入試課学部入試係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部入試課学部入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 平成31年度学部入学試験答案 学務部入試課学部入試係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部入試課学部入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 平成31年度学部入学試験問題綴り 学務部入試課学部入試係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部入試課学部入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 平成31年度学部入学試験開示請求関係 学務部入試課学部入試係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部入試課学部入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 平成31年度学部入学者選抜資料 学務部入試課学部入試係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部入試課学部入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 平成30年度学部入試委員会 学務部入試課学部入試係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部入試課学部入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 平成31年度推薦入学学生特別選抜試験出願書類 学務部入試課学部入試係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部入試課学部入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 平成31年度推薦入学学生特別選抜入学試験問題綴り 学務部入試課学部入試係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部入試課学部入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 平成31年度推薦入学学生特別選抜試験答案 学務部入試課学部入試係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部入試課学部入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 平成31年度大学入試センター 学務部入試課大学院入試係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部入試課大学院入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 平成31年度大学院教育学研究科試験関係 学務部入試課大学院入試係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部入試課大学院入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 平成30年度拡大研究科運営委員会、研究科運営委員会 学務部入試課大学院入試係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部入試課大学院入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 平成30年度研究科運営委員会入試部会 学務部入試課大学院入試係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部入試課大学院入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 平成30年度大学院教育学研究科出願資格審査関係 学務部入試課大学院入試係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部入試課大学院入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 平成31年度大学院教育学研究科入学試験出願書類 学務部入試課大学院入試係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部入試課大学院入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 平成31年度大学院教育学研究科入学試験問題綴り 学務部入試課大学院入試係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部入試課大学院入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 平成31年度大学院教育学研究科入学試験答案 学務部入試課大学院入試係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部入試課大学院入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 平成31年度大学院教育学研究科入学者選抜資料 学務部入試課大学院入試係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部入試課大学院入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 平成31年度大学院（博士課程）試験関係 学務部入試課連合大学院入試係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部入試課連合大学院入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 平成31年度大学院（博士課程）入学試験出願書類 学務部入試課連合大学院入試係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部入試課連合大学院入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 平成31年度特別支援教育特別専攻科試験関係 学務部入試課連合大学院入試係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部入試課連合大学院入試係 廃棄

入試課 管理・運営 各種統計調査に関するもの 平成30年度諸調査 学務部入試課大学院入試係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部入試課大学院入試係 廃棄

入試課 人事 勤務時間報告書 平成30年度勤務時間報告書 学務部入試課大学院入試係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部入試課大学院入試係 廃棄

入試課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成30年度非常勤職員勤務時間記録簿 学務部入試課大学院入試係 2018年度 2019年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部入試課大学院入試係 廃棄

入試課 会計 旅行命令簿 平成30年度旅行命令・依頼伺 学務部入試課大学院入試係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部入試課大学院入試係 廃棄

入試課 会計 物品購入依頼書 平成30年度購入依頼書 学務部入試課大学院入試係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部入試課大学院入試係 廃棄

入試課 会計
予算管理のため5年保存が必
要であるもの

平成30年度予算関係文書 学務部入試課大学院入試係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部入試課大学院入試係 廃棄

入試課 会計 予算配分に関する文書 平成30年度予算配分通知 学務部入試課大学院入試係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部入試課大学院入試係 廃棄

入試課 会計 旅行命令簿 平成30年度公務外出関係 学務部入試課大学院入試係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部入試課大学院入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 平成30年度アドミッションオフィス関係 学務部入試課専門員 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部入試課専門員 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 令和２年度高大接続特別入試出願書類 学務部入試課副課長 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部入試課副課長 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 令和２年度高大接続実施委員会 学務部入試課副課長 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部入試課副課長 廃棄

入試課 人事 勤務時間記録簿 令和元年度勤務時間記録簿 学務部入試課大学院入試係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部入試課大学院入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 令和２年度前期日程関係 学務部入試課学部入試係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部入試課学部入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 令和２年度推薦入試関係 学務部入試課学部入試係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部入試課学部入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 令和２年度学部募集要項関係 学務部入試課学部入試係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部入試課学部入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 令和２年度学部入学試験出願書類 学務部入試課学部入試係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部入試課学部入試係 廃棄
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12)保存期間満
了時の措置

備考

入試課 教務 入学試験等に関するもの 令和２年度学部入学試験答案 学務部入試課学部入試係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部入試課学部入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 令和２年度学部入学試験問題綴り 学務部入試課学部入試係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部入試課学部入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 令和２年度学部入学試験開示請求関係 学務部入試課学部入試係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部入試課学部入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 令和２年度学部入学者選抜資料 学務部入試課学部入試係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部入試課学部入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 令和元年度学部入試委員会 学務部入試課学部入試係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部入試課学部入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 令和２年度推薦入学学生特別選抜試験出願書類 学務部入試課学部入試係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部入試課学部入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 令和２年度推薦入学学生特別選抜入学試験問題綴り 学務部入試課学部入試係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部入試課学部入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 令和２年度推薦入学学生特別選抜試験答案 学務部入試課学部入試係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部入試課学部入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 令和２年度大学入試センター 学務部入試課大学院入試係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部入試課大学院入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 令和２年度大学院教育学研究科試験関係 学務部入試課大学院入試係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部入試課大学院入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 令和元年度研究科運営委員会 学務部入試課大学院入試係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部入試課大学院入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 令和元年度研究科運営委員会入試部会 学務部入試課大学院入試係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部入試課大学院入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 令和元年度大学院教育学研究科出願資格審査関係 学務部入試課大学院入試係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部入試課大学院入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 令和２年度大学院教育学研究科入学試験出願書類 学務部入試課大学院入試係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部入試課大学院入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 令和２年度大学院教育学研究科入学試験問題綴り 学務部入試課大学院入試係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部入試課大学院入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 令和２年度大学院教育学研究科入学試験答案 学務部入試課大学院入試係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部入試課大学院入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 令和２年度大学院教育学研究科入学者選抜資料 学務部入試課大学院入試係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部入試課大学院入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 令和２年度大学院（博士課程）試験関係 学務部入試課連合大学院入試係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部入試課連合大学院入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 令和２年度大学院（博士課程）入学試験出願書類 学務部入試課連合大学院入試係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部入試課連合大学院入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 令和２年度特別支援教育特別専攻科試験関係 学務部入試課連合大学院入試係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部入試課連合大学院入試係 廃棄

入試課 管理・運営 各種統計調査に関するもの 令和元年度諸調査 学務部入試課大学院入試係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部入試課大学院入試係 廃棄

入試課 人事 勤務時間報告書 令和元年度勤務時間報告書 学務部入試課大学院入試係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部入試課大学院入試係 廃棄

入試課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

令和元年度非常勤職員勤務時間記録簿 学務部入試課大学院入試係 2019年度 2020年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部入試課大学院入試係 廃棄

入試課 会計 旅行命令簿 令和元年度旅行命令・依頼伺 学務部入試課大学院入試係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部入試課大学院入試係 廃棄

入試課 会計 物品購入依頼書 令和元年度購入依頼書 学務部入試課大学院入試係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部入試課大学院入試係 廃棄

入試課 会計
予算管理のため5年保存が必
要であるもの

令和元年度予算関係文書 学務部入試課大学院入試係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部入試課大学院入試係 廃棄

入試課 会計 予算配分に関する文書 令和元年度予算配分通知 学務部入試課大学院入試係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部入試課大学院入試係 廃棄

入試課 会計 旅行命令簿 令和元年度公務外出関係 学務部入試課大学院入試係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部入試課大学院入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 令和元年度アドミッションオフィス関係 学務部入試課専門員 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部入試課専門員 廃棄

入試課 人事
休暇簿等の給与簿に関するも
の

令和元年休暇簿 学務部入試課大学院入試係 2019年 2020年1月1日 3年 2022年末 紙 事務室 学務部入試課大学院入試係 廃棄

入試課 人事 採用等に関するもの（非常勤） 令和元年度人事・給与関係 学務部入試課大学院入試係 2019年度 2020年4月1日 3年 2022年度末 紙 事務室 学務部入試課大学院入試係 廃棄

入試課 人事 昇給，昇格に関するもの 令和元年度人事・給与関係 学務部入試課大学院入試係 2019年度 2020年4月1日 3年 2022年度末 紙 事務室 学務部入試課大学院入試係 廃棄

入試課 人事
休暇簿等の給与簿に関するも
の

令和元年度非常勤職員休暇簿 学務部入試課大学院入試係 2019年度 2020年4月1日 3年 2022年度末 紙 事務室 学務部入試課大学院入試係 廃棄

入試課 人事
休暇簿等の給与簿に関するも
の

令和元年度勤務日及び勤務時間表 学務部入試課大学院入試係 2019年度 2020年4月1日 3年 2022年度末 紙 事務室 学務部入試課大学院入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 令和３年度高大接続特別入試出願書類 学務部入試課副課長 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部入試課副課長 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 令和３年度高大接続実施委員会 学務部入試課副課長 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部入試課副課長 廃棄

入試課 人事 勤務時間記録簿 令和２年度勤務時間記録簿 学務部入試課大学院入試係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部入試課大学院入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 令和３年度前期日程関係 学務部入試課学部入試係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部入試課学部入試係 移管 歴史的緊急事態関連

入試課 教務 入学試験等に関するもの 令和３年度推薦入試関係 学務部入試課学部入試係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部入試課学部入試係 移管 歴史的緊急事態関連

入試課 教務 入学試験等に関するもの 令和３年度学部募集要項関係 学務部入試課学部入試係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部入試課学部入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 令和３年度学部入学試験出願書類 学務部入試課学部入試係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部入試課学部入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 令和３年度学部入学試験答案 学務部入試課学部入試係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部入試課学部入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 令和３年度学部入学試験問題綴り 学務部入試課学部入試係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部入試課学部入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 令和３年度学部入学試験開示請求関係 学務部入試課学部入試係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部入試課学部入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 令和３年度学部入学者選抜資料 学務部入試課学部入試係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部入試課学部入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 令和２年度学部入試委員会 学務部入試課学部入試係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部入試課学部入試係 移管 歴史的緊急事態関連

入試課 教務 入学試験等に関するもの 令和３年度学校推薦型選抜出願書類 学務部入試課学部入試係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部入試課学部入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 令和３年度学校推薦型選抜入学試験問題綴り 学務部入試課学部入試係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部入試課学部入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 令和３年度学校推薦型選抜試験答案 学務部入試課学部入試係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部入試課学部入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 令和３年度大学入学共通テスト関係 学務部入試課大学院入試係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部入試課大学院入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 令和３年度大学院教育学研究科試験関係 学務部入試課大学院入試係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部入試課大学院入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 令和２年度研究科運営委員会 学務部入試課大学院入試係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部入試課大学院入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 令和２年度研究科運営委員会入試部会 学務部入試課大学院入試係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部入試課大学院入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 令和２年度大学院教育学研究科出願資格審査関係 学務部入試課大学院入試係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部入試課大学院入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 令和３年度大学院教育学研究科入学試験出願書類 学務部入試課大学院入試係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部入試課大学院入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 令和３年度大学院教育学研究科入学試験問題綴り 学務部入試課大学院入試係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部入試課大学院入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 令和３年度大学院教育学研究科入学試験答案 学務部入試課大学院入試係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部入試課大学院入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 令和３年度大学院教育学研究科入学者選抜資料 学務部入試課大学院入試係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部入試課大学院入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 令和３年度大学院（博士課程）試験関係 学務部入試課連合大学院入試係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部入試課連合大学院入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 令和３年度大学院（博士課程）入学試験出願書類 学務部入試課連合大学院入試係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部入試課連合大学院入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 令和３年度特別支援教育特別専攻科試験関係 学務部入試課連合大学院入試係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部入試課連合大学院入試係 廃棄
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法人文書ファイル管理簿データ（全学）

部局名 １）大分類 ２）中分類 ３）小分類（法人文書ファイル名） ４）作成・取得者
５）作成・取得年度
等

６）起算日 ７）保存期間
８）保存期間
    満了時期

９）媒体の種別 10）保存場所 11）管理担当課・係
12)保存期間満
了時の措置

備考

入試課 管理・運営 各種統計調査に関するもの 令和２年度諸調査 学務部入試課大学院入試係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部入試課大学院入試係 廃棄

入試課 人事 勤務時間報告書 令和２年度勤務時間報告書 学務部入試課大学院入試係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部入試課大学院入試係 廃棄

入試課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

令和２年度非常勤職員勤務時間記録簿 学務部入試課大学院入試係 2020年度 2021年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部入試課大学院入試係 廃棄

入試課 会計 物品購入依頼書 令和２年度購入依頼書 学務部入試課大学院入試係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部入試課大学院入試係 廃棄

入試課 会計
予算管理のため5年保存が必
要であるもの

令和２年度予算関係文書 学務部入試課大学院入試係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部入試課大学院入試係 廃棄

入試課 会計 予算配分に関する文書 令和２年度予算配分通知 学務部入試課大学院入試係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部入試課大学院入試係 廃棄

入試課 会計 旅行命令簿 令和２年度公務外出関係 学務部入試課大学院入試係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部入試課大学院入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 令和２年度アドミッションオフィス関係 学務部入試課専門員 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部入試課専門員 廃棄

入試課 人事
休暇簿等の給与簿に関するも
の

令和２年休暇簿 学務部入試課大学院入試係 2020年 2021年1月1日 3年 2023年末 紙 事務室 学務部入試課大学院入試係 廃棄

入試課 人事 採用等に関するもの（非常勤） 令和２年度人事・給与関係 学務部入試課大学院入試係 2020年度 2021年4月1日 3年 2023年度末 紙 事務室 学務部入試課大学院入試係 廃棄

入試課 人事 昇給，昇格に関するもの 令和２年度人事・給与関係 学務部入試課大学院入試係 2020年度 2021年4月1日 3年 2023年度末 紙 事務室 学務部入試課大学院入試係 廃棄

入試課 人事
休暇簿等の給与簿に関するも
の

令和２年度非常勤職員休暇簿 学務部入試課大学院入試係 2020年度 2021年4月1日 3年 2023年度末 紙 事務室 学務部入試課大学院入試係 廃棄

入試課 人事
休暇簿等の給与簿に関するも
の

令和２年度勤務日及び勤務時間表 学務部入試課大学院入試係 2020年度 2021年4月1日 3年 2023年度末 紙 事務室 学務部入試課大学院入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 令和４年度高大接続特別入試出願書類 学務部入試課副課長 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 学務部入試課副課長 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 令和４年度高大接続実施委員会 学務部入試課副課長 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 学務部入試課副課長 廃棄

入試課 人事 勤務時間記録簿 令和３年度勤務時間記録簿 学務部入試課大学院入試係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 学務部入試課大学院入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 令和４年度前期日程関係 学務部入試課学部入試係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 学務部入試課学部入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 令和４年度推薦入試関係 学務部入試課学部入試係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 学務部入試課学部入試係 移管 歴史的緊急事態関連

入試課 教務 入学試験等に関するもの 令和４年度学部募集要項関係 学務部入試課学部入試係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 学務部入試課学部入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 令和４年度学部入学試験出願書類 学務部入試課学部入試係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 学務部入試課学部入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 令和４年度学部入学試験答案 学務部入試課学部入試係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 学務部入試課学部入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 令和４年度学部入学試験問題綴り 学務部入試課学部入試係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 学務部入試課学部入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 令和４年度学部入学試験開示請求関係 学務部入試課学部入試係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 学務部入試課学部入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 令和４年度学部入学者選抜資料 学務部入試課学部入試係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 学務部入試課学部入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 令和３年度学部入試委員会 学務部入試課学部入試係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 学務部入試課学部入試係 移管 歴史的緊急事態関連

入試課 教務 入学試験等に関するもの 令和４年度学校推薦型選抜出願書類 学務部入試課学部入試係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 学務部入試課学部入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 令和４年度学校推薦型選抜入学試験問題綴り 学務部入試課学部入試係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 学務部入試課学部入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 令和４年度学校推薦型選抜試験答案 学務部入試課学部入試係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 学務部入試課学部入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 令和４年度大学入学共通テスト関係 学務部入試課大学院入試係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 学務部入試課大学院入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 令和４年度大学院教育学研究科試験関係 学務部入試課大学院入試係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 学務部入試課大学院入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 令和３年度研究科運営委員会 学務部入試課大学院入試係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 学務部入試課大学院入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 令和３年度研究科運営委員会入試部会 学務部入試課大学院入試係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 学務部入試課大学院入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 令和３年度大学院教育学研究科出願資格審査関係 学務部入試課大学院入試係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 学務部入試課大学院入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 令和４年度大学院教育学研究科入学試験出願書類 学務部入試課大学院入試係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 学務部入試課大学院入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 令和４年度大学院教育学研究科入学試験問題綴り 学務部入試課大学院入試係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 学務部入試課大学院入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 令和４年度大学院教育学研究科入学試験答案 学務部入試課大学院入試係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 学務部入試課大学院入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 令和４年度大学院教育学研究科入学者選抜資料 学務部入試課大学院入試係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 学務部入試課大学院入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 令和４年度大学院（博士課程）試験関係 学務部入試課連合大学院入試係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 学務部入試課連合大学院入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 令和４年度大学院（博士課程）入学試験出願書類 学務部入試課連合大学院入試係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 学務部入試課連合大学院入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 令和４年度特別支援教育特別専攻科試験関係 学務部入試課連合大学院入試係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 学務部入試課連合大学院入試係 廃棄

入試課 管理・運営 各種統計調査に関するもの 令和３年度諸調査 学務部入試課大学院入試係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 学務部入試課大学院入試係 廃棄

入試課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

令和３年度非常勤職員勤務時間記録簿 学務部入試課大学院入試係 2021年度 2022年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部入試課大学院入試係 廃棄

入試課 会計 物品購入依頼書 令和３年度購入依頼書 学務部入試課大学院入試係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 学務部入試課大学院入試係 廃棄

入試課 会計
予算管理のため5年保存が必
要であるもの

令和３年度予算関係文書 学務部入試課大学院入試係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 学務部入試課大学院入試係 廃棄

入試課 会計 旅行命令簿 令和３年度公務外出関係 学務部入試課大学院入試係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 学務部入試課大学院入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 令和３年度アドミッションオフィス関係 学務部入試課専門員 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 学務部入試課専門員 廃棄

入試課 人事
休暇簿等の給与簿に関するも
の

令和３年休暇簿 学務部入試課大学院入試係 2021年度 2022年4月1日 3年 2024年末 紙 事務室 学務部入試課大学院入試係 廃棄

入試課 人事 採用等に関するもの（非常勤） 令和３年度人事・給与関係 学務部入試課大学院入試係 2021年度 2022年4月1日 3年 2024年度末 紙 事務室 学務部入試課大学院入試係 廃棄

入試課 人事 昇給，昇格に関するもの 令和３年度人事・給与関係 学務部入試課大学院入試係 2021年度 2022年4月1日 3年 2024年度末 紙 事務室 学務部入試課大学院入試係 廃棄

入試課 人事
休暇簿等の給与簿に関するも
の

令和３年度勤務日及び勤務時間表 学務部入試課大学院入試係 2021年度 2022年4月1日 3年 2024年度末 紙 事務室 学務部入試課大学院入試係 廃棄

入試課 会計 謝金の支出伺いに関するもの 平成29年度謝金関係 学務部入試課学部入試係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部入試課学部入試係 廃棄

入試課 会計 謝金の支出伺いに関するもの 平成30年度謝金関係 学務部入試課学部入試係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部入試課学部入試係 廃棄

入試課 会計 謝金の支出伺いに関するもの 令和元年度謝金関係 学務部入試課学部入試係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部入試課学部入試係 廃棄

入試課 会計 謝金の支出伺いに関するもの 令和２年度謝金関係 学務部入試課学部入試係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部入試課学部入試係 廃棄

入試課 会計 謝金の支出伺いに関するもの 令和３年度謝金関係 学務部入試課学部入試係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 学務部入試課学部入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 平成30年度後期日程関係 学務部入試課学部入試係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部入試課学部入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 令和元年度後期日程関係 学務部入試課学部入試係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部入試課学部入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 令和2年度後期日程関係 学務部入試課学部入試係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部入試課学部入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 令和3年度後期日程関係 学務部入試課学部入試係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部入試課学部入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 令和4年度後期日程関係 学務部入試課学部入試係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 学務部入試課学部入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 平成30年度帰国・私費関係 学務部入試課学部入試係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部入試課学部入試係 廃棄
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入試課 教務 入学試験等に関するもの 令和元年度帰国・私費関係 学務部入試課学部入試係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部入試課学部入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 令和2年度帰国・私費関係 学務部入試課学部入試係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部入試課学部入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 令和3年度帰国・私費関係 学務部入試課学部入試係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部入試課学部入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 令和4年度帰国・私費関係 学務部入試課学部入試係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 学務部入試課学部入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 平成30年度問題作成関係 学務部入試課学部入試係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部入試課学部入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 令和元年度問題作成関係 学務部入試課学部入試係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部入試課学部入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 令和2年度問題作成関係 学務部入試課学部入試係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部入試課学部入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 令和3年度問題作成関係 学務部入試課学部入試係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部入試課学部入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 令和4年度問題作成関係 学務部入試課学部入試係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 学務部入試課学部入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 平成30年度一般選抜入学試験志願者データ 学務部入試課学部入試係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 電子情報
入試システムサー
バ

学務部入試課学部入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 令和元年度一般選抜入学試験志願者データ 学務部入試課学部入試係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 電子情報
入試システムサー
バ

学務部入試課学部入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 令和2年度一般選抜入学試験志願者データ 学務部入試課学部入試係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 電子情報
入試システムサー
バ

学務部入試課学部入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 令和3年度一般選抜入学試験志願者データ 学務部入試課学部入試係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 電子情報
入試システムサー
バ

学務部入試課学部入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 令和4年度一般選抜入学試験志願者データ 学務部入試課学部入試係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 電子情報
入試システムサー
バ

学務部入試課学部入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 平成30年度推薦・SA推薦・バカロレア選抜入学試験志願者データ 学務部入試課学部入試係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 電子情報
入試システムサー
バ

学務部入試課学部入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 令和元年度推薦・SA推薦・バカロレア選抜入学試験志願者データ 学務部入試課学部入試係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 電子情報
入試システムサー
バ

学務部入試課学部入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 令和2年度推薦・SA推薦・バカロレア選抜入学試験志願者データ 学務部入試課学部入試係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 電子情報
入試システムサー
バ

学務部入試課学部入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 令和3年度推薦・SA推薦・バカロレア選抜入学試験志願者データ 学務部入試課学部入試係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 電子情報
入試システムサー
バ

学務部入試課学部入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 令和4年度推薦・SA推薦・バカロレア選抜入学試験志願者データ 学務部入試課学部入試係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 電子情報
入試システムサー
バ

学務部入試課学部入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの
平成30年度帰国生・私費外国人留学生選抜入学試験志願者デー
タ

学務部入試課学部入試係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 電子情報
入試システムサー
バ

学務部入試課学部入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの
令和元年度帰国生・私費外国人留学生選抜入学試験志願者デー
タ

学務部入試課学部入試係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 電子情報
入試システムサー
バ

学務部入試課学部入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの
令和2年度帰国生・私費外国人留学生選抜入学試験志願者デー
タ

学務部入試課学部入試係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 電子情報
入試システムサー
バ

学務部入試課学部入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの
令和3年度帰国生・私費外国人留学生選抜入学試験志願者デー
タ

学務部入試課学部入試係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 電子情報
入試システムサー
バ

学務部入試課学部入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの
令和4年度帰国生・私費外国人留学生選抜入学試験志願者デー
タ

学務部入試課学部入試係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 電子情報
入試システムサー
バ

学務部入試課学部入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 平成30年度学部一般選抜面接資料 学務部入試課学部入試係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部入試課学部入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 令和元年度学部一般選抜面接資料 学務部入試課学部入試係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部入試課学部入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 令和2年度学部一般選抜面接資料 学務部入試課学部入試係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部入試課学部入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 令和3年度学部一般選抜面接資料 学務部入試課学部入試係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部入試課学部入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 令和4年度学部一般選抜面接資料 学務部入試課学部入試係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 学務部入試課学部入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 平成30年度推薦・SA推薦・バカロレア選抜面接資料 学務部入試課学部入試係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部入試課学部入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 令和元年度推薦・SA推薦・バカロレア選抜面接資料 学務部入試課学部入試係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部入試課学部入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 令和2年度推薦・SA推薦・バカロレア選抜面接資料 学務部入試課学部入試係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部入試課学部入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 令和3年度推薦・SA推薦・バカロレア選抜面接資料 学務部入試課学部入試係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部入試課学部入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 令和4年度推薦・SA推薦・バカロレア選抜面接資料 学務部入試課学部入試係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 学務部入試課学部入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 平成30年度帰国・私費選抜面接資料 学務部入試課学部入試係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部入試課学部入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 令和元年度帰国・私費選抜面接資料 学務部入試課学部入試係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部入試課学部入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 令和2年度帰国・私費選抜面接資料 学務部入試課学部入試係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部入試課学部入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 令和3年度帰国・私費選抜面接資料 学務部入試課学部入試係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部入試課学部入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 令和4年度帰国・私費選抜面接資料 学務部入試課学部入試係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 学務部入試課学部入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 平成30年度学部入学試験志願者リスト（一般、帰国・私費） 学務部入試課学部入試係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部入試課学部入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 令和元年度学部入学試験志願者リスト（一般、帰国・私費） 学務部入試課学部入試係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部入試課学部入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 令和2年度学部入学試験志願者リスト（一般、帰国・私費） 学務部入試課学部入試係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部入試課学部入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 令和3年度学部入学試験志願者リスト（一般、帰国・私費） 学務部入試課学部入試係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部入試課学部入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 令和4年度学部入学試験志願者リスト（一般、帰国・私費） 学務部入試課学部入試係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 学務部入試課学部入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの
平成30年度学部入学試験志願者リスト（推薦、SA推薦、バカロレ
ア））

学務部入試課学部入試係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部入試課学部入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの
令和元年度学部入学試験志願者リスト（推薦、SA推薦、バカロレ
ア））

学務部入試課学部入試係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部入試課学部入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの
令和2年度学部入学試験志願者リスト（推薦、SA推薦、バカロレ
ア））

学務部入試課学部入試係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部入試課学部入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの
令和3年度学部入学試験志願者リスト（推薦、SA推薦、バカロレ
ア））

学務部入試課学部入試係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部入試課学部入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの
令和4年度学部入学試験志願者リスト（推薦、SA推薦、バカロレ
ア））

学務部入試課学部入試係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 学務部入試課学部入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 平成30年度大学入試センター試験・日本留学試験得点検査 学務部入試課学部入試係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部入試課学部入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 令和元年度大学入試センター試験・日本留学試験得点検査 学務部入試課学部入試係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部入試課学部入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 令和2年度大学入試センター試験・日本留学試験得点検査 学務部入試課学部入試係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部入試課学部入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 令和3年度大学入学共通テスト・日本留学試験得点検査 学務部入試課学部入試係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部入試課学部入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 令和4年度大学入学共通テスト・日本留学試験得点検査 学務部入試課学部入試係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 学務部入試課学部入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 平成30年度入学試験問題正解・解答例（学部一般） 学務部入試課学部入試係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部入試課学部入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 令和元年度入学試験問題正解・解答例（学部一般） 学務部入試課学部入試係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部入試課学部入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 令和2年度入学試験問題正解・解答例（学部一般） 学務部入試課学部入試係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部入試課学部入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 令和3年度入学試験問題正解・解答例（学部一般） 学務部入試課学部入試係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部入試課学部入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 令和4年度入学試験問題正解・解答例（学部一般） 学務部入試課学部入試係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 学務部入試課学部入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 平成30年度入学試験問題正解・解答例（推薦） 学務部入試課学部入試係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部入試課学部入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 令和元年度入学試験問題正解・解答例（推薦） 学務部入試課学部入試係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部入試課学部入試係 廃棄
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備考

入試課 教務 入学試験等に関するもの 令和2年度入学試験問題正解・解答例（推薦） 学務部入試課学部入試係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部入試課学部入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 令和3年度入学試験問題正解・解答例（推薦） 学務部入試課学部入試係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部入試課学部入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 令和4年度入学試験問題正解・解答例（推薦） 学務部入試課学部入試係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 学務部入試課学部入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 平成30年度入学試験問題正解・解答例（帰国・私費） 学務部入試課学部入試係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部入試課学部入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 令和元年度入学試験問題正解・解答例（帰国・私費） 学務部入試課学部入試係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部入試課学部入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 令和2年度入学試験問題正解・解答例（帰国・私費） 学務部入試課学部入試係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部入試課学部入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 令和3年度入学試験問題正解・解答例（帰国・私費） 学務部入試課学部入試係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部入試課学部入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 令和4年度入学試験問題正解・解答例（帰国・私費） 学務部入試課学部入試係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 学務部入試課学部入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 平成29年度一般文書（平成30年度入試） 学務部入試課学部入試係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部入試課学部入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 平成30年度一般文書（平成31年度入試） 学務部入試課学部入試係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部入試課学部入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 令和元年度一般文書（令和2年度入試） 学務部入試課学部入試係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部入試課学部入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 令和2年度一般文書（令和3年度入試） 学務部入試課学部入試係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部入試課学部入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 令和3年度一般文書（令和4年度入試） 学務部入試課学部入試係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 学務部入試課学部入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 平成30年度過去問・要項等請求関係 学務部入試課学部入試係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部入試課学部入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 令和元年度過去問・要項等請求関係 学務部入試課学部入試係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部入試課学部入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 令和2年度過去問・要項等請求関係 学務部入試課学部入試係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部入試課学部入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 令和3年度過去問・要項等請求関係 学務部入試課学部入試係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部入試課学部入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 令和4年度過去問・要項等請求関係 学務部入試課学部入試係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 学務部入試課学部入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 平成30年度学部入学者卒業証明書 学務部入試課学部入試係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部入試課学部入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 令和元年度学部入学者卒業証明書 学務部入試課学部入試係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部入試課学部入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 令和2年度学部入学者卒業証明書 学務部入試課学部入試係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部入試課学部入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 令和3年度学部入学者卒業証明書 学務部入試課学部入試係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部入試課学部入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 令和4年度学部入学者卒業証明書 学務部入試課学部入試係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 学務部入試課学部入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 平成30年度基準点 学務部入試課学部入試係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部入試課学部入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 令和元年度基準点 学務部入試課学部入試係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部入試課学部入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 令和2年度基準点 学務部入試課学部入試係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部入試課学部入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 令和3年度基準点 学務部入試課学部入試係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部入試課学部入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 令和4年度基準点 学務部入試課学部入試係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 学務部入試課学部入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 平成30年度一般選抜志願者受付台帳 学務部入試課学部入試係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部入試課学部入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 令和元年度一般選抜志願者受付台帳 学務部入試課学部入試係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部入試課学部入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 令和2年度一般選抜志願者受付台帳 学務部入試課学部入試係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部入試課学部入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 令和3年度一般選抜志願者受付台帳 学務部入試課学部入試係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部入試課学部入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 令和4年度一般選抜志願者受付台帳 学務部入試課学部入試係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 学務部入試課学部入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 平成30年度推薦・SA推薦選抜志願者受付台帳 学務部入試課学部入試係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部入試課学部入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 令和元年度推薦・SA推薦選抜志願者受付台帳 学務部入試課学部入試係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部入試課学部入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 令和2年度推薦・SA推薦選抜志願者受付台帳 学務部入試課学部入試係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部入試課学部入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 令和3年度推薦・SA推薦選抜志願者受付台帳 学務部入試課学部入試係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部入試課学部入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 令和4年度推薦・SA推薦選抜志願者受付台帳 学務部入試課学部入試係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 学務部入試課学部入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 平成30年度帰国・私費外国人留学生選抜志願者受付台帳 学務部入試課学部入試係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部入試課学部入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 令和元年度帰国・私費外国人留学生選抜志願者受付台帳 学務部入試課学部入試係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部入試課学部入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 令和2年度帰国・私費外国人留学生選抜志願者受付台帳 学務部入試課学部入試係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部入試課学部入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 令和3年度帰国・私費外国人留学生選抜志願者受付台帳 学務部入試課学部入試係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部入試課学部入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 令和4年度帰国・私費外国人留学生選抜志願者受付台帳 学務部入試課学部入試係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 学務部入試課学部入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 平成30年度推薦・SA推薦選考結果報告書 学務部入試課学部入試係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部入試課学部入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 令和元年度推薦・SA推薦選考結果報告書 学務部入試課学部入試係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部入試課学部入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 令和2年度推薦・SA推薦選考結果報告書 学務部入試課学部入試係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部入試課学部入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 令和3年度推薦・SA推薦選考結果報告書 学務部入試課学部入試係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部入試課学部入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 令和4年度推薦・SA推薦選考結果報告書 学務部入試課学部入試係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 学務部入試課学部入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 平成30年度出願状況資料 学務部入試課学部入試係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部入試課学部入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 令和元年度出願状況資料 学務部入試課学部入試係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部入試課学部入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 令和2年度出願状況資料 学務部入試課学部入試係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部入試課学部入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 令和3年度出願状況資料 学務部入試課学部入試係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部入試課学部入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 令和4年度出願状況資料 学務部入試課学部入試係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 学務部入試課学部入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 平成30年度合格状況資料 学務部入試課学部入試係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部入試課学部入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 令和元年度合格状況資料 学務部入試課学部入試係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部入試課学部入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 令和2年度合格状況資料 学務部入試課学部入試係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部入試課学部入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 令和3年度合格状況資料 学務部入試課学部入試係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部入試課学部入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 令和4年度合格状況資料 学務部入試課学部入試係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 学務部入試課学部入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 平成30年度前期・私費・帰国入学手続者名簿 学務部入試課学部入試係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部入試課学部入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 令和元年度前期・私費・帰国入学手続者名簿 学務部入試課学部入試係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部入試課学部入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 令和2年度前期・私費・帰国入学手続者名簿 学務部入試課学部入試係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部入試課学部入試係 廃棄
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備考

入試課 教務 入学試験等に関するもの 令和3年度前期・私費・帰国入学手続者名簿 学務部入試課学部入試係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部入試課学部入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 令和4年度前期・私費・帰国入学手続者名簿 学務部入試課学部入試係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 学務部入試課学部入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 平成30年度後期入学手続者名簿 学務部入試課学部入試係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部入試課学部入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 令和元年度後期入学手続者名簿 学務部入試課学部入試係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部入試課学部入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 令和2年度後期入学手続者名簿 学務部入試課学部入試係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部入試課学部入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 令和3年度後期入学手続者名簿 学務部入試課学部入試係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部入試課学部入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 令和4年度後期入学手続者名簿 学務部入試課学部入試係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 学務部入試課学部入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 平成30年度推薦・SA推薦・バカロレア入学手続者名簿 学務部入試課学部入試係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部入試課学部入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 令和元年度推薦・SA推薦・バカロレア入学手続者名簿 学務部入試課学部入試係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部入試課学部入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 令和2年度推薦・SA推薦・バカロレア入学手続者名簿 学務部入試課学部入試係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部入試課学部入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 令和3年度推薦・SA推薦・バカロレア入学手続者名簿 学務部入試課学部入試係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部入試課学部入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 令和4年度推薦・SA推薦・バカロレア入学手続者名簿 学務部入試課学部入試係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 学務部入試課学部入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 平成30年度前期日程・後期日程得点検査 学務部入試課学部入試係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部入試課学部入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 令和元年度前期日程・後期日程得点検査 学務部入試課学部入試係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部入試課学部入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 令和2年度前期日程・後期日程得点検査 学務部入試課学部入試係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部入試課学部入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 令和3年度前期日程・後期日程得点検査 学務部入試課学部入試係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部入試課学部入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 令和4年度前期日程・後期日程得点検査 学務部入試課学部入試係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 学務部入試課学部入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 平成30年度学部入試問題作成委員 学務部入試課学部入試係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部入試課学部入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 令和元年度学部入試問題作成委員 学務部入試課学部入試係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部入試課学部入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 令和2年度学部入試問題作成委員 学務部入試課学部入試係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部入試課学部入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 令和3年度学部入試問題作成委員 学務部入試課学部入試係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部入試課学部入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 令和4年度学部入試問題作成委員 学務部入試課学部入試係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 学務部入試課学部入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 平成30年度学部入試入構証 学務部入試課学部入試係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部入試課学部入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 令和元年度学部入試入構証 学務部入試課学部入試係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部入試課学部入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 令和2年度学部入試入構証 学務部入試課学部入試係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部入試課学部入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 令和3年度学部入試入構証 学務部入試課学部入試係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部入試課学部入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 令和4年度学部入試入構証 学務部入試課学部入試係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 学務部入試課学部入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 平成30年度特別措置事前相談 学務部入試課学部入試係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部入試課学部入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 令和元年度特別措置事前相談 学務部入試課学部入試係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部入試課学部入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 令和2年度特別措置事前相談 学務部入試課学部入試係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部入試課学部入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 令和3年度特別措置事前相談 学務部入試課学部入試係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部入試課学部入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 令和4年度特別措置事前相談 学務部入試課学部入試係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 学務部入試課学部入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 平成30年度出願資格の問合せ 学務部入試課学部入試係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部入試課学部入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 令和元年度出願資格の問合せ 学務部入試課学部入試係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部入試課学部入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 令和2年度出願資格の問合せ 学務部入試課学部入試係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部入試課学部入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 令和3年度出願資格の問合せ 学務部入試課学部入試係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部入試課学部入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 令和4年度出願資格の問合せ 学務部入試課学部入試係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 学務部入試課学部入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの H29オープンキャンパス 学務部入試課学部入試係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 電子情報
入試課ファイル共
有PC

学務部入試課学部入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの H30オープンキャンパス 学務部入試課学部入試係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 電子情報
入試課ファイル共
有PC

学務部入試課学部入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの R1オープンキャンパス 学務部入試課学部入試係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 電子情報
入試課ファイル共
有PC

学務部入試課学部入試係 廃棄

入試課 管理・運営 各種委員会に関するもの 令和3年度教職志望向上のための総合対策会議資料 学務部入試課学部入試係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 学務部入試課学部入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 平成30年度各種要項の雑件 学務部入試課学部入試係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部入試課学部入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 令和元年度各種要項の雑件 学務部入試課学部入試係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部入試課学部入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 令和2年度各種要項の雑件 学務部入試課学部入試係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部入試課学部入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 令和3年度各種要項の雑件 学務部入試課学部入試係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部入試課学部入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 令和4年度各種要項の雑件 学務部入試課学部入試係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 学務部入試課学部入試係 廃棄

入試課 会計
役務等に関する文書で５年保
存が必要であるもの

平成30年度役務等 学務部入試課学部入試係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部入試課学部入試係 廃棄

入試課 会計
役務等に関する文書で５年保
存が必要であるもの

令和元年度役務等 学務部入試課学部入試係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部入試課学部入試係 廃棄

入試課 会計
役務等に関する文書で５年保
存が必要であるもの

令和2年度役務等 学務部入試課学部入試係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部入試課学部入試係 廃棄

入試課 会計
役務等に関する文書で５年保
存が必要であるもの

令和3年度役務等 学務部入試課学部入試係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部入試課学部入試係 廃棄

入試課 会計
役務等に関する文書で５年保
存が必要であるもの

令和4年度役務等 学務部入試課学部入試係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 学務部入試課学部入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 平成29年度入試課関係ホームページ 学務部入試課学部入試係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部入試課学部入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 平成30年度入試課関係ホームページ 学務部入試課学部入試係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部入試課学部入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 令和元年度入試課関係ホームページ 学務部入試課学部入試係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部入試課学部入試係 廃棄

入試課 教務 入学試験等に関するもの 令和2年度入試課関係ホームページ 学務部入試課学部入試係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部入試課学部入試係 移管 歴史的緊急事態関連

入試課 教務 入学試験等に関するもの 令和3年度入試課関係ホームページ 学務部入試課学部入試係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 学務部入試課学部入試係 移管 歴史的緊急事態関連

入試課 教務
入学試験等に関する文書で無
期限保存が必要なもの

学生募集要項（昭和24年度～昭和42年度） 教務補導部教務課 1966年度 1967年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部入試課学部入試係 廃棄

入試課 教務
入学試験等に関する文書で無
期限保存が必要なもの

学生募集要項（昭和43年度～昭和64年度） 教務補導部教務課 1988年度 1989年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部入試課学部入試係 廃棄

入試課 教務
入学試験等に関する文書で無
期限保存が必要なもの

学生募集要項（平成2年度～平成5年度） 学生部入学主幹付入学試験係 1992年度 1993年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部入試課学部入試係 廃棄

入試課 教務
入学試験等に関する文書で無
期限保存が必要なもの

学生募集要項（平成6年度～平成9年度） 学生部入学主幹付入学試験係 1996年度 1997年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部入試課学部入試係 廃棄

入試課 教務
入学試験等に関する文書で無
期限保存が必要なもの

学生募集要項（平成10年度～平成12年度） 学務部入試課入学試験係 1999年度 2000年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部入試課学部入試係 廃棄
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入試課 教務
入学試験等に関する文書で無
期限保存が必要なもの

学生募集要項（平成13年度～平成16年度） 学務部入試課入学試験係 2003年度 2004年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部入試課学部入試係 廃棄

入試課 教務
入学試験等に関する文書で無
期限保存が必要なもの

学生募集要項（平成17年度～平成21年度） 学務部入試課学部入試係 2008年度 2009年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部入試課学部入試係 廃棄

入試課 教務
入学試験等に関する文書で無
期限保存が必要なもの

学生募集要項（平成22年度～平成25年度） 学務部入試課学部入試係 2012年度 2013年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部入試課学部入試係 廃棄

入試課 教務
入学試験等に関する文書で無
期限保存が必要なもの

学生募集要項（平成26年度～平成29年度） 学務部入試課学部入試係 2016年度 2017年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部入試課学部入試係 廃棄

入試課 教務
入学試験等に関する文書で無
期限保存が必要なもの

学生募集要項（平成30年度～令和3年度） 学務部入試課学部入試係 2021年度 2022年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部入試課学部入試係 移管 歴史的緊急事態関連

国際課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成10年度出勤簿（非常勤講師） 学務部留学生課留学生センター係 1998年度 1999年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部国際課国際企画係 廃棄

国際課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成11年度出勤簿（非常勤講師） 学務部留学生課留学生センター係 1999年度 2000年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部国際課国際企画係 廃棄

国際課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成12年度出勤簿（非常勤講師） 学務部留学生課留学生センター係 2000年度 2001年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部国際課国際企画係 廃棄

国際課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成12年度出勤簿（事務補佐員・臨時用務員・教務補佐員） 海外子女教育センター 2000年度 2001年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部国際課国際企画係 廃棄

国際課 人事 労働災害等に関するもの 公務災害（福祉施設請求・介護補償請求・奨学援護勤請求） 海外子女教育センター 2000年度 未定 完結から3年 未定 紙 事務室 学務部国際課国際企画係 廃棄

国際課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成13年度出勤簿（非常勤講師） 学務部留学生課留学生センター係 2001年度 2002年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部国際課国際企画係 廃棄

国際課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成13年度出勤簿（事務補佐員・臨時用務員・教務補佐員） 海外子女教育センター 2001年度 2002年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部国際課国際企画係 廃棄

国際課 人事 労働災害等に関するもの 公務災害（福祉施設請求・介護補償請求・奨学援護金請求） 国際教育センター 2002年度 未定 完結から3年 未定 紙 事務室 学務部国際課国際企画係 廃棄

国際課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成14年度出勤簿（非常勤講師） 学務部留学生課留学生センター係 2002年度 2003年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部国際課国際企画係 廃棄

国際課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成14年度出勤簿（事務補佐員・臨時用務員・教務補佐員） 国際教育センター 2002年度 2003年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部国際課国際企画係 廃棄

国際課 会計
宿舎の関係で，無期限保存が
必要であると認めるもの

覚書（国際交流会館） 国際課副課長 2002年度 2003年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部国際課留学生支援係 廃棄

国際課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成15年度出勤簿（非常勤講師） 学務部留学生課留学生センター係 2003年度 2004年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部国際課国際企画係 廃棄

国際課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成15年度出勤簿（事務補佐員・臨時用務員・教務補佐員） 国際教育センター 2003年度 2004年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部国際課国際企画係 廃棄

国際課 国際交流 大学間交流協定書 大学間交流協定書 総務部国際交流課国際企画係 2004年度 2005年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部国際課短期留学係 廃棄

国際課 国際交流 学生交流に関する覚書 学生交流に関する覚書 総務部国際交流課国際企画係 2004年度 2005年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部国際課短期留学係 廃棄

国際課 国際交流 所属先補てん等に関する覚書 所属先補てん等に関する覚書 総務部国際交流課国際企画係 2004年度 2005年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部国際課国際企画係 廃棄

国際課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成16年度出勤簿（非常勤講師） 学務部留学生課留学生センター係 2004年度 2005年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部国際課国際企画係 廃棄

国際課 教務
修了証書発行台帳に関するも
の

平成16年度日本語研修コース修了証書台帳 学務部留学生課留学生センター係 2004年度 2005年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部国際課留学生支援係 廃棄

国際課 教務
修了証書発行台帳に関するも
の

平成16年度日本語・日本文化研修留学生修了証書台帳 学務部留学生課留学生センター係 2004年度 2005年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部国際課留学生支援係 廃棄

国際課 教務 学籍に関するもの 平成16年度科目等履修生単位修得届・学籍簿 学務部国際課総括・留学生支援係 2004年度 2005年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部国際課留学生支援係 廃棄

国際課 会計 資産台帳 資産台帳関係（国際課・留学生センター） 学務部国際課国際企画係 2005年度 2006年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部国際課国際企画係 廃棄

国際課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成17年度出勤簿（非常勤講師） 学務部留学生課留学生センター係 2005年度 2006年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部国際課国際企画係 廃棄

国際課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成17年非常勤職員出勤簿 学務部国際課国際企画係 2005年度 2006年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部国際課国際企画係 廃棄

国際課 教務 学籍に関するもの 平成17年度科目等履修生単位修得届・学籍簿 学務部国際課総括・留学生支援係 2005年度 2006年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部国際課留学生支援係 廃棄

国際課 会計 資産台帳 資産台帳関係（国際課） 学務部国際課国際企画係 2006年度 2007年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部国際課国際企画係 廃棄

国際課 会計 資産台帳 資産台帳関係（留学生センター） 学務部国際課国際教育係 2006年度 2007年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部国際課国際企画係 廃棄

国際課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成18年出勤簿（非常勤講師） 学務部国際課国際教育係 2006年度 2007年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部国際課国際企画係 廃棄

国際課 教務 学籍に関するもの 平成18年度科目等履修生単位修得届・学籍簿　1/2 学務部国際課総括・留学生支援係 2006年度 2007年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部国際課留学生支援係 廃棄

国際課 教務 学籍に関するもの 平成18年度科目等履修生単位修得届・学籍簿　2/2 学務部国際課留学生係 2006年度 2007年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部国際課留学生支援係 廃棄

国際課 会計 資産台帳 資産台帳関係（国際課） 学務部国際課国際企画係 2007年度 2008年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部国際課国際企画係 廃棄

国際課 会計 資産台帳 資産台帳関係（留学生センター） 学務部国際課国際教育係 2007年度 2008年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部国際課国際企画係 廃棄

国際課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成19年出勤簿（非常勤講師） 学務部国際課国際教育係 2007年度 2008年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部国際課国際企画係 廃棄

国際課 会計 資産台帳 資産台帳関係（国際課） 学務部国際課国際企画係 2008年度 2009年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部国際課国際企画係 廃棄

国際課 会計 資産台帳 資産台帳関係（留学生センター） 学務部国際課国際教育係 2008年度 2009年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部国際課国際企画係 廃棄

国際課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成20年出勤簿（非常勤講師） 学務部国際課国際教育係 2008年度 2009年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部国際課国際企画係 廃棄

国際課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成21年度勤務時間記録簿（非常勤職員） 学務部国際課国際企画係 2009年度 2010年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部国際課国際企画係 廃棄

国際課 会計 資産台帳 資産台帳関係（国際課） 学務部国際課国際企画係 2009年度 2010年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部国際課国際企画係 廃棄

国際課 会計 資産台帳 資産台帳関係（留学生センター） 学務部国際課国際教育係 2009年度 2010年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部国際課国際企画係 廃棄

国際課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成21年出勤簿（非常勤講師） 学務部国際課国際教育係 2009年度 2010年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部国際課国際企画係 廃棄

国際課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成22年度勤務時間記録簿（非常勤職員） 学務部国際課国際企画係 2010年度 2011年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部国際課国際企画係 廃棄

国際課 会計 資産台帳 資産台帳関係（国際課） 学務部国際課国際企画係 2010年度 2011年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部国際課国際企画係 廃棄

国際課 会計 資産台帳 資産台帳関係（留学生センター） 学務部国際課国際教育係 2010年度 2011年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部国際課国際企画係 廃棄

国際課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成22年出勤簿（非常勤講師） 学務部国際課国際教育係 2010年度 2011年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部国際課国際企画係 廃棄

国際課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成23年度勤務時間記録簿（非常勤職員） 学務部国際課国際企画係 2011年度 2012年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部国際課国際企画係 廃棄

国際課 会計 資産台帳 資産台帳関係（国際課） 学務部国際課国際企画係 2011年度 2012年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部国際課国際企画係 廃棄

国際課 会計 資産台帳 資産台帳関係（留学生センター） 学務部国際課国際教育係 2011年度 2012年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部国際課国際企画係 廃棄

国際課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成23年出勤簿（非常勤講師） 学務部国際課国際教育係 2011年度 2012年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部国際課国際企画係 廃棄

国際課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成24年度勤務時間記録簿（非常勤職員） 学務部国際課国際企画係 2012年度 2013年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部国際課国際企画係 廃棄

国際課 会計 資産台帳 資産台帳関係（国際課） 学務部国際課国際企画係 2012年度 2013年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部国際課国際企画係 廃棄

国際課 会計 資産台帳 資産台帳関係（留学生センター） 学務部国際課国際教育係 2012年度 2013年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部国際課国際企画係 廃棄

国際課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成24年出勤簿（非常勤講師） 学務部国際課国際教育係 2012年度 2013年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部国際課国際企画係 廃棄

国際課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成25年度勤務時間記録簿（非常勤職員） 学務部国際課国際企画係 2013年度 2014年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部国際課国際企画係 廃棄

国際課 会計 資産台帳 資産台帳関係（国際課） 学務部国際課国際企画係 2013年度 2014年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部国際課国際企画係 廃棄

国際課 会計 資産台帳 資産台帳関係（留学生センター） 学務部国際課国際教育係 2013年度 2014年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部国際課国際企画係 廃棄

国際課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成25年出勤簿（非常勤講師） 学務部国際課国際教育係 2013年度 2014年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部国際課国際企画係 廃棄

国際課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成26年度勤務時間記録簿（非常勤職員） 学務部国際課国際企画係 2014年度 2015年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部国際課国際企画係 廃棄
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国際課 会計 資産台帳 資産台帳関係（国際課） 学務部国際課国際企画係 2014年度 2015年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部国際課国際企画係 廃棄

国際課 会計 資産台帳 資産台帳関係（留学生センター） 学務部国際課国際教育係 2014年度 2015年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部国際課国際企画係 廃棄

国際課 人事 兼業に関するもの 平成26年度兼業関係綴 学務部国際課国際教育係 2014年度 未定 兼業終了後3年 未定 紙 事務室 学務部国際課国際企画係 廃棄

国際課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成26年出勤簿（非常勤講師） 学務部国際課国際教育係 2014年度 2015年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部国際課国際企画係 廃棄

国際課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成27年度勤務時間記録簿（非常勤職員） 学務部国際課国際企画係 2015年度 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部国際課国際企画係 廃棄

国際課 会計 資産台帳 資産台帳関係（国際課） 学務部国際課国際企画係 2015年度 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部国際課国際企画係 廃棄

国際課 会計 資産台帳 資産台帳関係（留学生センター） 学務部国際課国際教育係 2015年度 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部国際課国際企画係 廃棄

国際課 人事 兼業に関するもの 平成27年度兼業関係綴 学務部国際課国際教育係 2015年度 未定 兼業終了後3年 未定 紙 事務室 学務部国際課国際企画係 廃棄

国際課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成27年出勤簿（非常勤講師） 学務部国際課国際教育係 2015年度 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部国際課国際企画係 廃棄

国際課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成28年度勤務時間記録簿（非常勤職員） 学務部国際課国際企画係 2016年度 2017年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部国際課国際企画係 廃棄

国際課 会計 資産台帳 資産台帳関係（国際課） 学務部国際課国際企画係 2016年度 2017年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部国際課国際企画係 廃棄

国際課 会計 資産台帳 資産台帳関係（留学生センター） 学務部国際課国際教育係 2016年度 2017年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部国際課国際企画係 廃棄

国際課 人事 兼業に関するもの 平成28年度兼業関係綴 学務部国際課国際教育係 2016年度 未定 兼業終了後3年 未定 紙 事務室 学務部国際課国際企画係 廃棄

国際課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成28年非常勤職員出勤簿 学務部国際課国際教育係 2016年度 2017年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部国際課国際企画係 廃棄

国際課 社会連携 地域連携に関するもの 地域交流関係（平成28～令和2年度） 学務部国際課副課長
2016年度
（2020年度）

2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部国際課副課長 廃棄

国際課 教務
日本学生支援機構及びその
他育英団体の奨学金に関する
もので重要なもの

平成28～令和元年度日本留学試験 学務部国際課副課長
2016年度
（2019年度）

2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部国際課副課長 廃棄

国際課 人事 勤務時間記録簿 平成29年勤務時間記録簿 学務部国際課国際企画係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部国際課国際企画係 廃棄

国際課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成29年度勤務時間記録簿（非常勤職員） 学務部国際課国際企画係 2017年度 2018年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部国際課国際企画係 廃棄

国際課 管理・運営
総務部からの各種調査照会
等で，5年保存が必要であると
認めるもの

平成29年度総務部文書綴 学務部国際課国際企画係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部国際課国際企画係 廃棄

国際課 管理・運営
学務部からの各種調査照会
等で，5年保存が必要であると
認めるもの

平成29年度学務部文書綴 学務部国際課国際企画係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部国際課国際企画係 廃棄

国際課 管理・運営

財務施設部・教育研究支援部
からの各種調査照会等で，5
年保存が必要であると認める
もの

平成29年度財務施設部・教育研究支援部文書綴 学務部国際課国際企画係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部国際課国際企画係 廃棄

国際課 会計 資産台帳 資産台帳関係（国際課） 学務部国際課国際企画係 2017年度 2018年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部国際課国際企画係 廃棄

国際課 研究助成 各種研究助成に関するもの 平成29年度国際学術交流（各種募集） 学務部国際課国際企画係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部国際課国際企画係 廃棄

国際課 研究協力
外国人研究者の関係で，5年
保存が必要であると認めるも
の

平成29年度外国人研究者受入 学務部国際課国際企画係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部国際課国際企画係 廃棄

国際課 研究助成 各種研究助成に関するもの 平成29年度日本学術振興会 学務部国際課国際企画係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部国際課国際企画係 廃棄

国際課 会計 契約伺いに関する決裁文書 平成29年度謝金関係 学務部国際課国際企画係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部国際課国際企画係 廃棄

国際課 管理・運営
国際教育交流協議会の関係
で，5年保存が必要であると認
めるもの

平成29年度JAFSA（国際教育交流協議会） 学務部国際課国際企画係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部国際課国際企画係 廃棄

国際課 研究協力
外国からの訪問者の関係で，
5年保存が必要であると認め
るもの

平成29年度外国からの訪問 学務部国際課国際企画係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部国際課国際企画係 廃棄

国際課 人事 出張に関するもの 平成29年度公務外出 学務部国際課国際企画係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部国際課国際企画係 廃棄

国際課 会計 旅行命令簿 平成29年度旅行命令伺 学務部国際課国際企画係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部国際課国際企画係 廃棄

国際課 会計 物品購入依頼書 平成29年度購入依頼書 学務部国際課国際企画係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部国際課国際企画係 廃棄

国際課 会計 物品購入依頼書 モンゴル国障害児のための教育改善プロジェクト　会計 学務部国際課国際企画係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部国際課国際企画係 廃棄

国際課 会計 予算配分に関する文書 平成29年度予算 学務部国際課副課長 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部国際課副課長 廃棄

国際課 管理・運営 各種委員会に関するもの 平成29年度国際戦略推進本部 学務部国際課副課長 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部国際課副課長 廃棄

国際課 管理・運営 各種委員会に関するもの
平成29年度国際戦略推進本部東アジア教員養成国際コンソーシ
アム事業実施部会

学務部国際課国際事業係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部国際課国際企画係 廃棄

国際課 管理・運営 各種委員会に関するもの
平成29年度国際バカロレア・デュアルランゲージ・ディプロマ連絡
協議会

学務部国際課国際企画係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部国際課国際企画係 廃棄

国際課 管理・運営 各種委員会に関するもの 平成29年度ISSUPプロジェクト実施部会 学務部国際課学生交流支援係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部国際課短期留学係 廃棄

国際課 管理・運営 各種委員会に関するもの 平成29年度モンゴルプロジェクト実施部会 学務部国際課国際企画係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部国際課国際企画係 廃棄

国際課 研究協力 受託事業に関するもの 平成29年度青少年教育施設を活用した国際交流事業 学務部国際課学生交流支援係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部国際課国際企画係 廃棄

国際課 研究協力 受託事業に関するもの モンゴル国障害児のための教育改善プロジェクト　契約 学務部国際課国際企画係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部国際課国際企画係 廃棄

国際課 会計 資産台帳 資産台帳関係（留学生センター） 学務部国際課国際教育係 2017年度 2018年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部国際課国際企画係 廃棄

国際課 人事 兼業に関するもの 平成29年度兼業関係綴 学務部国際課国際教育係 2017年度 未定 兼業終了後3年 未定 紙 事務室 学務部国際課国際企画係 廃棄

国際課 人事 勤務時間記録簿 平成29年出勤簿(留学生センター） 学務部国際課国際教育係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部国際課国際企画係 廃棄

国際課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成29年非常勤職員出勤簿 学務部国際課国際教育係 2017年度 2018年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部国際課国際企画係 廃棄

国際課 会計 物品購入依頼書 平成29年度購入依頼書(留学生センター) 学務部国際課国際教育係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部国際課国際企画係 廃棄

国際課 教務
学生寄宿舎等の学生の入退
寮に関するもの

平成29年度東京学芸大学国際交流会館入退去関係 学務部国際課留学生支援係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部国際課留学生支援係 廃棄

国際課 教務
学生寄宿舎等の学生の入退
寮に関するもの

平成29年度一橋大学国際学生宿舎入退去関係 学務部国際課学生交流支援係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部国際課短期留学係 廃棄

国際課 教務
学生寄宿舎等の学生の入退
寮に関するもの

平成29年度一橋大学国際学生宿舎一般文書関係 学務部国際課学生交流支援係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部国際課短期留学係 廃棄

国際課 教務
学生寄宿舎等の学生の入退
寮に関するもの

平成29年度東恋ヶ窪国際交流ハウス入退去関係 学務部国際課留学生支援係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部国際課留学生支援係 廃棄

国際課 会計
出金伝票（財務会計支払関
係）綴

宿舎チュータ謝金（平成29年度） 学務部国際課留学生支援係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部国際課留学生支援係 廃棄

国際課 会計
出金伝票（財務会計支払関
係）綴

宿舎チュータ日誌（平成29年度） 学務部国際課留学生支援係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部国際課留学生支援係 廃棄

国際課 教務
私費外国人研究生の関係で，
5年保存が必要であると認め
るもの

平成29年度私費外国人研究生関係 国際課留学生支援係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部国際課留学生支援係 廃棄

国際課 教務 入学手続書類に関するもの 平成29年度私費外国人研究生出願書類 国際課留学生支援係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部国際課留学生支援係 廃棄

国際課 教務
国費外国人留学生の関係で，
5年保存が必要であると認め
るもの

平成29年度国費外国人留学生関係文書 国際課留学生支援係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部国際課留学生支援係 廃棄

国際課 教務 入学手続書類に関するもの 平成29年度国費外国人留学生申請書類 国際課留学生支援係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部国際課留学生支援係 廃棄

国際課 教務
日本学生支援機構及びその
他育英団体の奨学金に関する
もので重要なもの

平成29年その他奨学金 国際課留学生支援係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部国際課留学生支援係 廃棄

国際課 教務
日本学生支援機構及びその
他育英団体の奨学金に関する
もので重要なもの

平成29年度学習奨励費給付金関係 国際課留学生支援係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部国際課留学生支援係 廃棄

国際課 教務
入学料，授業料等の免除に関
するもので重要なもの

平成29年度授業料免除申請提出書類 国際課留学生支援係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部国際課留学生支援係 廃棄

国際課 教務
入学料，授業料等の免除に関
するもので重要なもの

平成29年度入学料免除申請提出書類 国際課留学生支援係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部国際課留学生支援係 廃棄

国際課 教務 入学手続書類に関するもの 平成29年度交換留学生関係 学務部国際課学生交流支援係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部国際課短期留学係 廃棄

国際課 管理・運営 各種委員会に関するもの 平成29年度留学プログラム実施部会 学務部国際課留学生支援係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部国際課留学生支援係 廃棄
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部局名 １）大分類 ２）中分類 ３）小分類（法人文書ファイル名） ４）作成・取得者
５）作成・取得年度
等

６）起算日 ７）保存期間
８）保存期間
    満了時期

９）媒体の種別 10）保存場所 11）管理担当課・係
12)保存期間満
了時の措置

備考

国際課 教務
日本学生支援機構及びその
他育英団体の奨学金に関する
もので重要なもの

平成29年度交換留学（派遣・受入） 学務部国際課学生交流支援係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部国際課短期留学係 廃棄

国際課 教務 学生の派遣に関するもの 平成29年度海外派遣留学関係書類 学務部国際課学生交流支援係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部国際課短期留学係 廃棄

国際課 会計
チュータ謝金の関係で，5年保
存が必要であると認めるもの

平成29年度個人・論文チュータ謝金 学務部国際課学生交流支援係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部国際課 廃棄

国際課 会計 契約伺いに関する決裁文書 平成29年度謝金関係 学務部国際課学生交流支援係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部国際課短期留学係 廃棄

国際課 教務 シラバス 平成29年度短期留学プログラム関係 学務部国際課学生交流支援係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部国際課短期留学係 廃棄

国際課 管理・運営 各種委員会に関するもの 平成29年度在外教育施設連携支援促進部会 学務部国際課国際企画係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部国際課国際企画係 廃棄

国際課 管理・運営
文部科学省補助金事業の関
係で，5年保存が必要であると
認めるもの

平成29年度大学の世界展開力強化事業関係 学務部国際課国際事業係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部国際課国際企画係 廃棄

国際課 管理・運営
学長会議に関するもので重要
なもの

平成29年度日韓教育大学学長懇談会関係 学務部国際課国際事業係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部国際課国際企画係 廃棄

国際課 人事 勤務時間記録簿 平成30年勤務時間記録簿（常勤職員） 学務部国際課国際企画係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部国際課国際企画係 廃棄

国際課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成30年勤務時間記録簿（非常勤職員） 学務部国際課国際企画係 2018年度 2019年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部国際課国際企画係 廃棄

国際課 管理・運営
総務部からの各種調査照会
等で，5年保存が必要であると
認めるもの

平成30年度総務部文書綴 学務部国際課国際企画係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部国際課国際企画係 廃棄

国際課 管理・運営
学務部からの各種調査照会
等で，5年保存が必要であると
認めるもの

平成30年度学務部文書・雑件綴 学務部国際課国際企画係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部国際課国際企画係 廃棄

国際課 管理・運営

財務施設部・教育研究支援部
等からの各種調査照会等で，
5年保存が必要であると認め
るもの

平成30年度財務施設部・教育研究支援部　監査室・学長室文書
綴

学務部国際課国際企画係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部国際課国際企画係 廃棄

国際課 会計 資産台帳 資産台帳関係（国際課） 学務部国際課国際企画係 2018年度 2019年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部国際課国際企画係 廃棄

国際課 研究助成 各種研究助成に関するもの 平成30年度国際学術交流（各種募集） 学務部国際課国際企画係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部国際課国際企画係 廃棄

国際課 研究協力
外国人研究者の関係で，5年
保存が必要であると認めるも
の

平成30年度外国人研究者受入 学務部国際課国際企画係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部国際課国際企画係 廃棄

国際課 研究助成 各種研究助成に関するもの 平成30年度日本学術振興会 学務部国際課国際企画係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部国際課国際企画係 廃棄

国際課 管理・運営
国際教育交流協議会の関係
で，5年保存が必要であると認
めるもの

平成30年度JAFSA（国際教育交流協議会） 学務部国際課国際企画係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部国際課国際企画係 廃棄

国際課 研究協力
外国からの訪問者の関係で，
5年保存が必要であると認め
るもの

平成30年度外国からの訪問 学務部国際課国際企画係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部国際課国際企画係 廃棄

国際課 人事 出張に関するもの 平成30年度公務外出 学務部国際課国際企画係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部国際課国際企画係 廃棄

国際課 会計 旅行命令簿 平成30年度旅行命令伺 学務部国際課国際企画係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部国際課国際企画係 廃棄

国際課 会計 物品購入依頼書 平成30年度購入依頼書 学務部国際課国際企画係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部国際課国際企画係 廃棄

国際課 会計 物品購入依頼書 モンゴル国障害児のための教育改善プロジェクト　会計 学務部国際課国際企画係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部国際課国際企画係 廃棄

国際課 会計 予算配分に関する文書 平成30年度予算 学務部国際課副課長 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部国際課副課長 廃棄

国際課 管理・運営 各種委員会に関するもの 平成30年度国際戦略推進本部 学務部国際課副課長 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部国際課副課長 廃棄

国際課 管理・運営 各種委員会に関するもの
平成30年度国際戦略推進本部東アジア教員養成国際コンソーシ
アム事業実施部会

学務部国際課国際事業係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部国際課国際企画係 廃棄

国際課 管理・運営 各種委員会に関するもの
平成30年度国際バカロレア・デュアルランゲージ・ディプロマ連絡
協議会

学務部国際課国際企画係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部国際課国際企画係 廃棄

国際課 管理・運営 各種委員会に関するもの 平成30年度ISSUPプロジェクト実施部会 学務部国際課学生交流支援係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部国際課短期留学係 廃棄

国際課 管理・運営 各種委員会に関するもの 平成30年度モンゴルプロジェクト実施部会 学務部国際課国際企画係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部国際課国際企画係 廃棄

国際課 研究協力 受託事業に関するもの 平成30年度青少年教育施設を活用した国際交流事業 学務部国際課学生交流支援係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部国際課国際企画係 廃棄

国際課 研究協力 受託事業に関するもの モンゴル国障害児のための教育改善プロジェクト　契約 学務部国際課国際企画係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部国際課国際企画係 廃棄

国際課 会計 資産台帳 資産台帳関係（留学生センター） 学務部国際課国際教育係 2018年度 2019年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部国際課国際企画係 廃棄

国際課 人事 兼業に関するもの 平成30年度兼業関係綴 学務部国際課国際教育係 2018年度 未定 兼業終了後3年 未定 紙 事務室 学務部国際課国際企画係 廃棄

国際課 人事 勤務時間記録簿 平成30年出勤簿(留学生センター） 学務部国際課国際教育係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部国際課国際企画係 廃棄

国際課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成30年非常勤職員出勤簿 学務部国際課国際教育係 2018年度 2019年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部国際課国際企画係 廃棄

国際課 会計 物品購入依頼書 平成30年度購入依頼書(留学生センター) 学務部国際課国際教育係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部国際課国際企画係 廃棄

国際課 教務
学生寄宿舎等の学生の入退
寮に関するもの

平成30年度東京学芸大学国際交流会館入退去関係 学務部国際課留学生支援係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部国際課留学生支援係 廃棄

国際課 教務
学生寄宿舎等の学生の入退
寮に関するもの

平成30年度一橋大学国際学生宿舎入退去関係 学務部国際課学生交流支援係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部国際課短期留学係 廃棄

国際課 教務
学生寄宿舎等の学生の入退
寮に関するもの

平成30年度一橋大学国際学生宿舎一般文書関係 学務部国際課学生交流支援係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部国際課短期留学係 廃棄

国際課 教務
学生寄宿舎等の学生の入退
寮に関するもの

平成30年度東恋ヶ窪国際交流ハウス入退去関係 学務部国際課留学生支援係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部国際課留学生支援係 廃棄

国際課 会計
出金伝票（財務会計支払関
係）綴

宿舎チュータ謝金（平成30年度） 学務部国際課留学生支援係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部国際課留学生支援係 廃棄

国際課 会計
出金伝票（財務会計支払関
係）綴

宿舎チュータ日誌（平成30年度） 学務部国際課留学生支援係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部国際課留学生支援係 廃棄

国際課 教務
私費外国人研究生の関係で，
5年保存が必要であると認め
るもの

平成30年度私費外国人研究生関係 国際課留学生支援係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部国際課留学生支援係 廃棄

国際課 教務 入学手続書類に関するもの 平成30年度私費外国人研究生出願書類 国際課留学生支援係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部国際課留学生支援係 廃棄

国際課 教務
国費外国人留学生の関係で，
5年保存が必要であると認め
るもの

平成30年度国費外国人留学生関係文書 国際課留学生支援係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部国際課留学生支援係 廃棄

国際課 教務 入学手続書類に関するもの 平成30年度国費外国人留学生申請書類 国際課留学生支援係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部国際課留学生支援係 廃棄

国際課 教務
日本学生支援機構及びその
他育英団体の奨学金に関する
もので重要なもの

平成30年その他奨学金 国際課留学生支援係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部国際課留学生支援係 廃棄

国際課 教務
日本学生支援機構及びその
他育英団体の奨学金に関する
もので重要なもの

平成30年度学習奨励費給付金関係 国際課留学生支援係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部国際課留学生支援係 廃棄

国際課 教務
入学料，授業料等の免除に関
するもので重要なもの

平成30年度授業料免除申請提出書類 国際課留学生支援係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部国際課留学生支援係 廃棄

国際課 教務
入学料，授業料等の免除に関
するもので重要なもの

平成30年度入学料免除申請提出書類 国際課留学生支援係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部国際課留学生支援係 廃棄

国際課 教務 入学手続書類に関するもの 平成30年度交換留学生関係 学務部国際課学生交流支援係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部国際課短期留学係 廃棄

国際課 管理・運営 各種委員会に関するもの 平成30年度留学プログラム実施部会 学務部国際課留学生支援係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部国際課留学生支援係 廃棄

国際課 教務
日本学生支援機構及びその
他育英団体の奨学金に関する
もので重要なもの

平成30年度交換留学（派遣・受入） 学務部国際課学生交流支援係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部国際課短期留学係 廃棄

国際課 教務 学生の派遣に関するもの 平成30年度海外派遣留学関係書類 学務部国際課学生交流支援係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部国際課短期留学係 廃棄

国際課 会計
チュータ謝金の関係で，5年保
存が必要であると認めるもの

平成30年度個人・論文チュータ謝金 学務部国際課学生交流支援係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部国際課 廃棄

国際課 会計 契約伺いに関する決裁文書 平成30年度謝金関係 学務部国際課学生交流支援係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部国際課短期留学係 廃棄

国際課 教務 シラバス 平成30年度短期留学プログラム関係 学務部国際課学生交流支援係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部国際課短期留学係 廃棄

国際課 管理・運営 各種委員会に関するもの 平成30年度在外教育施設連携支援促進部会 学務部国際課国際企画係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部国際課国際企画係 廃棄

国際課 管理・運営
文部科学省補助金事業の関
係で，5年保存が必要であると
認めるもの

平成30年度大学の世界展開力強化事業関係 学務部国際課国際事業係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部国際課国際企画係 廃棄

国際課 管理・運営
学長会議に関するもので重要
なもの

平成30年度日韓教育大学学長懇談会関係 学務部国際課国際事業係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部国際課国際企画係 廃棄

国際課 人事 勤務時間記録簿 2019年度勤務時間記録簿（常勤職員） 学務部国際課国際企画係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部国際課国際企画係 廃棄

43/190



法人文書ファイル管理簿データ（全学）

部局名 １）大分類 ２）中分類 ３）小分類（法人文書ファイル名） ４）作成・取得者
５）作成・取得年度
等

６）起算日 ７）保存期間
８）保存期間
    満了時期

９）媒体の種別 10）保存場所 11）管理担当課・係
12)保存期間満
了時の措置

備考

国際課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

2019年度勤務時間記録簿（非常勤職員） 学務部国際課国際企画係 2019年度 2020年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部国際課国際企画係 廃棄

国際課 管理・運営
総務部からの各種調査照会
等で，5年保存が必要であると
認めるもの

2019年度総務部文書綴 学務部国際課国際企画係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部国際課国際企画係 廃棄

国際課 管理・運営
総務部人事課からの各種調
査照会等で，5年保存が必要
であると認めるもの

2019年度総務部人事課文書綴 学務部国際課国際企画係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部国際課国際企画係 廃棄

国際課 管理・運営
学務部からの各種調査照会
等で，5年保存が必要であると
認めるもの

2019年度学務部文書・雑件綴 学務部国際課国際企画係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部国際課国際企画係 廃棄

国際課 管理・運営
財務研究推進部等からの各
種調査照会等で，5年保存が
必要であると認めるもの

2019年度財務研究推進部　監査室・学長室文書綴 学務部国際課国際企画係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部国際課国際企画係 廃棄

国際課 会計 資産台帳 資産台帳・物品返納・異動報告書 学務部国際課国際企画係 2019年度 2020年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部国際課国際企画係 廃棄

国際課 研究助成 各種研究助成に関するもの 2019年度国際学術交流（各種募集） 学務部国際課国際企画係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部国際課国際企画係 廃棄

国際課 研究協力
外国人研究者の関係で，5年
保存が必要であると認めるも
の

2019年度外国人研究者受入 学務部国際課国際企画係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部国際課国際企画係 廃棄

国際課 研究助成 各種研究助成に関するもの 2019年度日本学術振興会 学務部国際課国際企画係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部国際課国際企画係 廃棄

国際課 人事
休暇簿等の給与簿に関するも
の

令和元年度休暇簿（国際課） 学務部国際課国際企画係 2019年度 2020年4月1日 3年 2022年度末 紙 事務室 学務部国際課国際企画係 廃棄

国際課 管理・運営
国際教育交流協議会の関係
で，5年保存が必要であると認
めるもの

令和元年度JAFSA 学務部国際課国際企画係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部国際課国際企画係 廃棄

国際課 研究協力
外国からの訪問者の関係で，
5年保存が必要であると認め
るもの

2019年度外国からの訪問 学務部国際課国際企画係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部国際課国際企画係 廃棄

国際課 人事 出張に関するもの 令和元年度公務外出 学務部国際課国際企画係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部国際課国際企画係 廃棄

国際課 会計 旅行命令簿 2019年度旅行命令伺 学務部国際課国際企画係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部国際課国際企画係 廃棄

国際課 会計 物品購入依頼書 令和元年度購入依頼書 学務部国際課国際企画係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部国際課国際企画係 廃棄

国際課 会計 予算配分に関する文書 令和元年度予算 学務部国際課副課長 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部国際課副課長 廃棄

国際課 管理・運営 各種委員会に関するもの 令和元年度国際戦略推進本部 学務部国際課副課長 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部国際課副課長 廃棄

国際課 管理・運営 各種委員会に関するもの 令和元年度ISSUPプロジェクト実施委員会 学務部国際課短期留学係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部国際課短期留学係 廃棄

国際課 教務
国際交流プログラムの関係
で，3年保存が必要であると認
めるもの

日タイ大学生国際交流プログラム 学務部国際課国際企画係 2019年度 2020年4月1日 3年 2022年度末 紙 事務室 学務部国際課国際企画係 廃棄

国際課 会計 資産台帳 資産台帳関係（留学生センター） 学務部国際課専門職員 2019年度 2020年4月1日 無期限 紙
留学生センター事
務室

学務部国際課国際企画係 廃棄

国際課 人事 兼業に関するもの 令和元年度兼業関係綴 学務部国際課専門職員 2019年度 未定 兼業終了後3年 未定 紙 事務室 学務部国際課国際企画係 廃棄

国際課 人事 研修に関するもの 令和元年度研修願 学務部国際課専門職員 2019年度 2020年4月1日 3年 2022年度末 紙 事務室 学務部国際課国際企画係 廃棄 国際教育センター分

国際課 人事 勤務時間記録簿 令和元年出勤簿(留学生センター） 学務部国際課専門職員 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部国際課国際企画係 廃棄

国際課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

令和元年非常勤講師出勤簿 学務部国際課専門職員 2019年度 2020年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部国際課国際企画係 廃棄

国際課 会計 物品購入依頼書 令和元年度購入依頼書(留学生センター) 学務部国際課専門職員 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部国際課国際企画係 廃棄

国際課 教務
学生寄宿舎等の学生の入退
寮に関するもの

令和元年度東京学芸大学国際交流会館入退去関係 学務部国際課留学生支援係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部国際課留学生支援係 廃棄

国際課 教務
学生寄宿舎等の学生の入退
寮に関するもの

令和元年度一橋大学国際学生宿舎入退去関係 学務部国際課短期留学係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部国際課短期留学係 廃棄

国際課 教務
学生寄宿舎等の学生の入退
寮に関するもの

令和元年度一橋大学国際学生宿舎一般文書関係 学務部国際課短期留学係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部国際課短期留学係 廃棄

国際課 教務
学生寄宿舎等の学生の入退
寮に関するもの

令和元年度東恋ヶ窪国際交流ハウス入退去関係 学務部国際課留学生支援係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部国際課留学生支援係 廃棄

国際課 会計
出金伝票（財務会計支払関
係）綴

宿舎チュータ謝金（令和元年度） 学務部国際課留学生支援係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部国際課留学生支援係 廃棄

国際課 会計
出金伝票（財務会計支払関
係）綴

宿舎チュータ日誌（令和元年度） 学務部国際課留学生支援係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部国際課留学生支援係 廃棄

国際課 教務
学生証等各種証明書発行に
関するもの

令和元年度証明書発行申請書 学務部国際課留学生支援係 2019年度 2020年4月1日 3年 2022年度末 紙 事務室 学務部国際課留学生支援係 廃棄

国際課 教務
私費外国人研究生の関係で，
5年保存が必要であると認め
るもの

令和元年度私費外国人研究生関係 学務部国際課留学生支援係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部国際課留学生支援係 廃棄

国際課 教務 入学手続書類に関するもの 令和元年度私費外国人研究生出願書類 学務部国際課留学生支援係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部国際課留学生支援係 廃棄

国際課 教務
国費外国人留学生の関係で，
5年保存が必要であると認め
るもの

令和元年度国費外国人留学生関係文書 学務部国際課留学生支援係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部国際課留学生支援係 廃棄

国際課 教務 入学手続書類に関するもの 令和元年度国費外国人留学生申請書類 学務部国際課留学生支援係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部国際課留学生支援係 廃棄

国際課 教務
日本学生支援機構及びその
他育英団体の奨学金に関する
もので重要なもの

令和元年その他奨学金 学務部国際課留学生支援係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部国際課留学生支援係 廃棄

国際課 教務
日本学生支援機構及びその
他育英団体の奨学金に関する
もので重要なもの

令和元年度学習奨励費給付金関係 学務部国際課留学生支援係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部国際課留学生支援係 廃棄

国際課 教務
入学料，授業料等の免除に関
するもので重要なもの

令和元年度授業料免除申請提出書類 学務部国際課留学生支援係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部国際課留学生支援係 廃棄

国際課 教務
入学料，授業料等の免除に関
するもので重要なもの

令和元年度入学料免除申請提出書類 学務部国際課留学生支援係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部国際課留学生支援係 廃棄

国際課 人事 海外渡航に関するもの 令和元年度海外渡航届 学務部国際課留学生支援係 2019年度 2020年4月1日 3年 2022年度末 紙 事務室 学務部国際課留学生支援係 廃棄

国際課 教務 入学手続書類に関するもの 令和元年度交換留学生関係 学務部国際課短期留学係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部国際課短期留学係 廃棄

国際課 教務
日本学生支援機構及びその
他育英団体の奨学金に関する
もので重要なもの

令和元年度交換留学（派遣・受入） 学務部国際課短期留学係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部国際課短期留学係 廃棄

国際課 教務 学生の派遣に関するもの 令和元年度海外派遣留学関係書類 学務部国際課短期留学係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部国際課短期留学係 廃棄

国際課 会計
チュータ謝金の関係で，5年保
存が必要であると認めるもの

令和元年度個人・論文チュータ謝金 学務部国際課短期留学係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部国際課 廃棄

国際課 会計 契約伺いに関する決裁文書 令和元年度謝金関係 学務部国際課短期留学係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部国際課短期留学係 廃棄

国際課 教務 シラバス 令和元年度短期留学プログラム関係 学務部国際課短期留学係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部国際課短期留学係 廃棄

国際課 管理・運営 各種委員会に関するもの 2019年度在外教育施設連携支援促進担当 学務部国際課国際企画係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部国際課国際企画係 廃棄

国際課 管理・運営
文部科学省補助金事業の関
係で，5年保存が必要であると
認めるもの

2019年度大学の世界展開力強化事業関係 学務部国際課国際企画係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部国際課国際企画係 廃棄

国際課 管理・運営
学長会議に関するもので重要
なもの

令和元年度日韓教育大学学長懇談会 学務部国際課国際企画係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部国際課国際企画係 廃棄

国際課 会計 寄附金に関する文書 日本財団　カンボジア保健教育普及事業 学務部国際課国際企画係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部国際課国際企画係 廃棄

国際課 会計 防火管理に関する決裁文書 国際交流会館消防関係 学務部国際課国際企画係 2005年度 未定 計画変更後10年 未定 紙 事務室 学務部国際課副課長 廃棄

国際課 人事 勤務時間記録簿 2020年度勤務時間記録簿（常勤職員） 学務部国際課国際企画係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部国際課国際企画係 廃棄

国際課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

2020年度勤務時間記録簿（非常勤職員） 学務部国際課国際企画係 2020年度 2021年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部国際課国際企画係 廃棄

国際課 管理・運営
総務部からの各種調査照会
等で，5年保存が必要であると
認めるもの

2020年度総務部文書綴 学務部国際課国際企画係 2020年度 2021年4月2日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部国際課国際企画係 廃棄

国際課 管理・運営
総務部人事課からの各種調
査照会等で，5年保存が必要
であると認めるもの

2020年度総務部人事課文書綴 学務部国際課国際企画係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部国際課国際企画係 廃棄

国際課 管理・運営
学務部からの各種調査照会
等で，5年保存が必要であると
認めるもの

2020年度学務部文書・雑件綴 学務部国際課国際企画係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部国際課国際企画係 廃棄

国際課 管理・運営
財務研究推進部等からの各
種調査照会等で，5年保存が
必要であると認めるもの

2020年度財務研究推進部　監査室・学長室文書綴 学務部国際課国際企画係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部国際課国際企画係 廃棄

国際課 会計 資産台帳 資産台帳・物品返納・異動報告書 学務部国際課国際企画係 2020年度 2021年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部国際課国際企画係 廃棄

国際課 研究助成 各種研究助成に関するもの 2020年度国際学術交流（各種募集） 学務部国際課国際企画係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部国際課国際企画係 廃棄

国際課 研究協力
外国人研究者の関係で，5年
保存が必要であると認めるも
の

2020年度外国人研究者受入 学務部国際課国際企画係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部国際課国際企画係 廃棄
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法人文書ファイル管理簿データ（全学）

部局名 １）大分類 ２）中分類 ３）小分類（法人文書ファイル名） ４）作成・取得者
５）作成・取得年度
等

６）起算日 ７）保存期間
８）保存期間
    満了時期

９）媒体の種別 10）保存場所 11）管理担当課・係
12)保存期間満
了時の措置

備考

国際課 研究助成 各種研究助成に関するもの 2020年度日本学術振興会 学務部国際課国際企画係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部国際課国際企画係 廃棄

国際課 人事
休暇簿等の給与簿に関するも
の

令和2年度休暇簿（国際課） 学務部国際課国際企画係 2020年度 2021年4月1日 3年 2023年度末 紙 事務室 学務部国際課国際企画係 廃棄

国際課 管理・運営
国際教育交流協議会の関係
で，5年保存が必要であると認
めるもの

令和2年度JAFSA 学務部国際課国際企画係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部国際課国際企画係 廃棄

国際課 研究協力
外国からの訪問者の関係で，
5年保存が必要であると認め
るもの

2020年度外国からの訪問 学務部国際課国際企画係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部国際課国際企画係 廃棄

国際課 人事 出張に関するもの 令和2年度用務外出 学務部国際課国際企画係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部国際課国際企画係 廃棄

国際課 会計 旅行命令簿 2020年度旅行命令伺 学務部国際課国際企画係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部国際課国際企画係 廃棄

国際課 会計 物品購入依頼書 令和2年度購入依頼書 学務部国際課国際企画係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部国際課国際企画係 廃棄

国際課 会計 予算配分に関する文書 令和2年度予算 学務部国際課副課長 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部国際課副課長 廃棄

国際課 教務
日本学生支援機構及びその
他育英団体の奨学金に関する
もので重要なもの

令和2～　年度日本留学試験 学務部国際課副課長
2020年度
（2021年度）

2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 学務部国際課副課長 廃棄

国際課 管理・運営 各種委員会に関するもの 令和2年度国際戦略推進本部 学務部国際課副課長 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部国際課副課長 廃棄

国際課 管理・運営 各種委員会に関するもの 令和2年度ISSUPプロジェクト実施委員会 学務部国際課短期留学係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部国際課短期留学係 廃棄

国際課 教務
国際交流プログラムの関係
で，3年保存が必要であると認
めるもの

日タイ大学生国際交流プログラム 学務部国際課国際企画係 2020年度 2021年4月1日 3年 2023年度末 紙 事務室 学務部国際課国際企画係 廃棄

国際課 会計 資産台帳 資産台帳関係（留学生センター） 学務部国際課専門職員 2020年度 2021年4月1日 無期限 紙
留学生センター事
務室

学務部国際課国際企画係 廃棄

国際課 人事 勤務時間記録簿 令和2年度　勤務状況申告書(留学生センター） 学務部国際課専門職員 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部国際課国際企画係 廃棄

国際課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

令和2年非常勤講師出勤簿 学務部国際課専門職員 2020年度 2021年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部国際課国際企画係 廃棄

国際課 会計 物品購入依頼書 令和2年度購入依頼書(留学生センター) 学務部国際課専門職員 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙
留学生センター事
務室

学務部国際課国際企画係 廃棄

国際課 教務
学生寄宿舎等の学生の入退
寮に関するもの

令和2年度東京学芸大学国際交流会館入退去関係 学務部国際課留学生支援係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部国際課留学生支援係 廃棄

国際課 教務
学生寄宿舎等の学生の入退
寮に関するもの

令和2年度一橋大学国際学生宿舎入退去関係 学務部国際課短期留学係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部国際課短期留学係 廃棄

国際課 教務
学生寄宿舎等の学生の入退
寮に関するもの

令和2年度一橋大学国際学生宿舎一般文書関係 学務部国際課短期留学係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部国際課短期留学係 廃棄

国際課 会計
出金伝票（財務会計支払関
係）綴

宿舎チュータ謝金（令和2年度） 学務部国際課留学生支援係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部国際課留学生支援係 廃棄

国際課 会計
出金伝票（財務会計支払関
係）綴

宿舎チュータ日誌（令和2年度） 学務部国際課留学生支援係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部国際課留学生支援係 廃棄

国際課 教務
学生証等各種証明書発行に
関するもの

令和2年度証明書発行申請書 学務部国際課留学生支援係 2020年度 2021年4月1日 3年 2023年度末 紙 事務室 学務部国際課留学生支援係 廃棄

国際課 教務
私費外国人研究生の関係で，
5年保存が必要であると認め
るもの

令和2年度私費外国人研究生関係 学務部国際課留学生支援係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部国際課留学生支援係 廃棄

国際課 教務 入学手続書類に関するもの 令和2年度私費外国人研究生出願書類 学務部国際課留学生支援係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部国際課留学生支援係 廃棄

国際課 教務
国費外国人留学生の関係で，
5年保存が必要であると認め
るもの

令和2年度国費外国人留学生関係文書 学務部国際課留学生支援係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部国際課留学生支援係 廃棄

国際課 教務 入学手続書類に関するもの 令和2年度国費外国人留学生申請書類 学務部国際課留学生支援係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部国際課留学生支援係 廃棄

国際課 教務
日本学生支援機構及びその
他育英団体の奨学金に関する
もので重要なもの

令和2年度奨学金 学務部国際課留学生支援係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部国際課留学生支援係 廃棄

国際課 教務
日本学生支援機構及びその
他育英団体の奨学金に関する
もので重要なもの

令和2年度私費留学生奨学金選考（学習奨励費事業含） 学務部国際課留学生支援係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部国際課留学生支援係 廃棄

国際課 人事 海外渡航に関するもの 令和2年度海外渡航届 学務部国際課留学生支援係 2020年度 2021年4月1日 3年 2023年度末 紙 事務室 学務部国際課留学生支援係 廃棄

国際課 教務 入学手続書類に関するもの 令和2年度交換留学生関係 学務部国際課短期留学係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部国際課短期留学係 廃棄

国際課 教務
日本学生支援機構及びその
他育英団体の奨学金に関する
もので重要なもの

令和2年度交換留学（派遣・受入） 学務部国際課短期留学係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部国際課短期留学係 廃棄

国際課 教務 学生の派遣に関するもの 令和2年度海外派遣留学関係書類 学務部国際課短期留学係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部国際課短期留学係 廃棄

国際課 会計
チュータ謝金の関係で，5年保
存が必要であると認めるもの

令和2年度個人・論文チュータ謝金 学務部国際課短期留学係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部国際課 廃棄

国際課 教務 シラバス 令和2年度短期留学プログラム関係 学務部国際課短期留学係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部国際課短期留学係 廃棄

国際課 会計 契約伺いに関する決裁文書 令和2年度謝金関係 学務部国際課短期留学係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部国際課短期留学係 廃棄

国際課 管理・運営 各種委員会に関するもの 2020年度在外教育施設連携支援促進担当 学務部国際課国際企画係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部国際課国際企画係 廃棄

国際課 管理・運営
文部科学省補助金事業の関
係で，5年保存が必要であると
認めるもの

2020年度大学の世界展開力強化事業関係 学務部国際課国際企画係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部国際課国際企画係 廃棄

国際課 管理・運営
学長会議に関するもので重要
なもの

令和2年度日韓教育大学学長懇談会 学務部国際課国際企画係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部国際課国際企画係 廃棄

国際課 会計 寄附金に関する文書 日本財団　カンボジア保健教育普及事業 学務部国際課国際企画係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部国際課国際企画係 廃棄

国際課 研究協力 受託事業に関するもの 高等学校における日本語指導体制整備事業 学務部国際課国際企画係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部国際課国際企画係 廃棄

国際課 人事
休暇簿等の給与簿に関するも
の

令和2年休暇簿（留学生センター） 学務部国際課専門職員 2020年度 2021年4月1日 3年 2023年度末 紙
留学生センター事
務室

学務部国際課国際企画係 廃棄

国際課 管理・運営 各種委員会に関するもの 留学生センター　運営委員会 学務部国際課専門職員 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部国際課国際企画係 廃棄

国際課 人事 兼業に関するもの 兼業関係　令和2年度 学務部国際課専門職員 2020年度 未定 兼業終了後3年 未定 紙 事務室 学務部国際課国際企画係 廃棄

国際課 人事 研修に関するもの 令和2年度研修願 学務部国際課専門職員 2020年度 2021年4月1日 3年 2023年度末 紙 事務室 学務部国際課国際企画係 廃棄 留学生センター分

国際課 会計 物品購入依頼書 令和2年度購入依頼書（国際教育センター） 学務部国際課専門職員 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙
国際教育グルー
プ事務室

学務部国際課国際企画係 廃棄

国際課 人事
休暇簿等の給与簿に関するも
の

令和2年休暇簿（国際教育センター） 学務部国際課専門職員 2020年度 2021年4月1日 3年 2023年度末 紙 事務室 学務部国際課国際企画係 廃棄

国際課 管理・運営 各種委員会に関するもの 国際教育センター　運営委員会 学務部国際課専門職員 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部国際課国際企画係 廃棄

国際課 人事 勤務時間記録簿 令和2年　勤務状況申告書（国際教育センター） 学務部国際課専門職員 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部国際課国際企画係 廃棄

国際課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

令和2年　勤務時間記録簿（専門研究員） 学務部国際課専門職員 2020年度 2021年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部国際課国際企画係 廃棄

国際課 会計 資産台帳 資産台帳関係（国際教育センター） 学務部国際課専門職員 2020年度 2021年4月1日 無期限 紙
国際教育グルー
プ事務室

学務部国際課国際企画係 廃棄

国際課 人事 兼業に関するもの 兼業関係　令和2年度 学務部国際課専門職員 2020年度 未定 兼業終了後3年 未定 紙 事務室 学務部国際課国際企画係 廃棄

国際課 人事 研修に関するもの 令和2年度研修願 学務部国際課専門職員 2020年度 2021年4月1日 3年 2023年度末 紙 事務室 学務部国際課国際企画係 廃棄 国際教育センター分

国際課 会計 予算配分に関する文書 令和3年度予算 学務部国際課副課長 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 学務部国際課副課長 廃棄

国際課 管理・運営 各種委員会に関するもの 令和3年度国際戦略推進本部 学務部国際課副課長 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 学務部国際課副課長 廃棄

国際課 社会連携 地域連携に関するもの 地域交流関係（令和3～年度） 学務部国際課副課長 2021年度 未定 5年 未定 紙 事務室 学務部国際課副課長 廃棄

国際課 人事 勤務時間記録簿 2021年度勤務時間記録簿（常勤職員） 学務部国際課国際企画係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 学務部国際課国際企画係 廃棄

国際課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

2021年度勤務時間記録簿（非常勤職員） 学務部国際課国際企画係 2021年度 2022年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部国際課国際企画係 廃棄

国際課 管理・運営
総務部からの各種調査照会
等で，5年保存が必要であると
認めるもの

2021年度総務部文書綴 学務部国際課国際企画係 2021年度 2022年4月2日 5年 2026年度末 紙 事務室 学務部国際課国際企画係 廃棄

国際課 管理・運営
総務部人事課からの各種調
査照会等で，5年保存が必要
であると認めるもの

2021年度総務部人事課文書綴 学務部国際課国際企画係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 学務部国際課国際企画係 廃棄

国際課 管理・運営
学務部からの各種調査照会
等で，5年保存が必要であると
認めるもの

2021年度学務部文書・雑件綴 学務部国際課国際企画係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 学務部国際課国際企画係 廃棄

国際課 管理・運営
財務研究推進部等からの各
種調査照会等で，5年保存が
必要であると認めるもの

2021年度財務研究推進部　監査室・学長室文書綴 学務部国際課国際企画係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 学務部国際課国際企画係 廃棄
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法人文書ファイル管理簿データ（全学）

部局名 １）大分類 ２）中分類 ３）小分類（法人文書ファイル名） ４）作成・取得者
５）作成・取得年度
等

６）起算日 ７）保存期間
８）保存期間
    満了時期

９）媒体の種別 10）保存場所 11）管理担当課・係
12)保存期間満
了時の措置

備考

国際課 会計 資産台帳 資産台帳・物品返納・異動報告書 学務部国際課国際企画係 2021年度 2022年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部国際課国際企画係 廃棄

国際課 研究助成 各種研究助成に関するもの 2021年度国際学術交流（各種募集） 学務部国際課国際企画係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 学務部国際課国際企画係 廃棄

国際課 研究協力
外国人研究者の関係で，5年
保存が必要であると認めるも
の

2021年度外国人研究者受入 学務部国際課国際企画係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 学務部国際課国際企画係 廃棄

国際課 研究助成 各種研究助成に関するもの 2021年度日本学術振興会 学務部国際課国際企画係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 学務部国際課国際企画係 廃棄

国際課 人事
休暇簿等の給与簿に関するも
の

令和3年度休暇簿（国際課） 学務部国際課国際企画係 2021年度 2022年4月1日 3年 2024年度末 紙 事務室 学務部国際課国際企画係 廃棄

国際課 管理・運営
国際教育交流協議会の関係
で，5年保存が必要であると認
めるもの

令和3年度JAFSA 学務部国際課国際企画係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 学務部国際課国際企画係 廃棄

国際課 人事 出張に関するもの 令和3年度用務外出 学務部国際課国際企画係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 学務部国際課国際企画係 廃棄

国際課 会計 旅行命令簿 2021年度旅行命令伺 学務部国際課国際企画係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 学務部国際課国際企画係 廃棄

国際課 会計 物品購入依頼書 令和3年度購入依頼書 学務部国際課国際企画係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 学務部国際課国際企画係 廃棄

国際課 会計 資産台帳 資産台帳関係（留学生センター） 学務部国際課国際企画係 2021年度 2022年4月1日 無期限 紙
留学生センター事
務室

学務部国際課国際企画係 廃棄

国際課 人事 勤務時間記録簿 令和3年度　勤務状況申告書(留学生センター） 学務部国際課国際企画係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 学務部国際課国際企画係 廃棄

国際課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

令和3年非常勤講師出勤簿 学務部国際課国際企画係 2021年度 2022年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部国際課国際企画係 廃棄

国際課 会計 物品購入依頼書 令和3年度購入依頼書（附属施設経費）(留学生センター) 学務部国際課国際企画係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙
留学生センター事
務室

学務部国際課国際企画係 廃棄

国際課 管理・運営 各種委員会に関するもの 2021年度在外教育施設連携支援促進担当 学務部国際課国際企画係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 学務部国際課国際企画係 廃棄

国際課 管理・運営
文部科学省補助金事業の関
係で，5年保存が必要であると
認めるもの

2021年度大学の世界展開力強化事業関係 学務部国際課国際企画係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 学務部国際課国際企画係 廃棄

国際課 会計 寄附金に関する文書 日本財団　カンボジア保健教育普及事業 学務部国際課国際企画係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 学務部国際課国際企画係 廃棄

国際課 研究協力 受託事業に関するもの 高等学校における日本語指導体制整備事業 学務部国際課国際企画係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 学務部国際課国際企画係 廃棄

国際課 人事
休暇簿等の給与簿に関するも
の

令和3年休暇簿（留学生センター） 学務部国際課国際企画係 2021年度 2022年4月1日 3年 2024年度末 紙
留学生センター事
務室

学務部国際課国際企画係 廃棄

国際課 管理・運営 各種委員会に関するもの 留学生センター　運営委員会 学務部国際課国際企画係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 学務部国際課国際企画係 廃棄

国際課 人事 兼業に関するもの 兼業関係　令和3年度 学務部国際課国際企画係 2021年度 未定 兼業終了後3年 未定 紙 事務室 学務部国際課国際企画係 廃棄

国際課 人事 研修に関するもの 令和3年度研修願 学務部国際課国際企画係 2021年度 2022年4月1日 3年 2024年度末 紙 事務室 学務部国際課国際企画係 廃棄 留学生センター分

国際課 会計 物品購入依頼書 令和3年度購入依頼書（国際教育センター） 学務部国際課国際企画係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙
国際教育グルー
プ事務室

学務部国際課国際企画係 廃棄

国際課 人事
休暇簿等の給与簿に関するも
の

令和3年休暇簿（国際教育センター） 学務部国際課国際企画係 2021年度 2022年4月1日 3年 2024年度末 紙 事務室 学務部国際課国際企画係 廃棄

国際課 管理・運営 各種委員会に関するもの 国際教育センター　運営委員会 学務部国際課国際企画係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 学務部国際課国際企画係 廃棄

国際課 人事 勤務時間記録簿 令和3年　勤務状況申告書（国際教育センター） 学務部国際課国際企画係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 学務部国際課国際企画係 廃棄

国際課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

令和3年　勤務時間記録簿（専門研究員） 学務部国際課国際企画係 2021年度 2022年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部国際課国際企画係 廃棄

国際課 会計 資産台帳 資産台帳関係（国際教育センター） 学務部国際課国際企画係 2021年度 2022年4月1日 無期限 紙
国際教育グルー
プ事務室

学務部国際課国際企画係 廃棄

国際課 人事 兼業に関するもの 兼業関係　令和3年度 学務部国際課国際企画係 2021年度 未定 兼業終了後3年 未定 紙 事務室 学務部国際課国際企画係 廃棄

国際課 人事 研修に関するもの 令和3年度研修願 学務部国際課国際企画係 2021年度 2022年4月1日 3年 2024年度末 紙 事務室 学務部国際課国際企画係 廃棄 国際教育センター分

国際課 教務
学生寄宿舎等の学生の入退
寮に関するもの

令和3年度東京学芸大学国際交流会館入退去関係 学務部国際課留学生支援係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 学務部国際課留学生支援係 廃棄

国際課 会計
出金伝票（財務会計支払関
係）綴

宿舎チュータ謝金（令和3年度） 学務部国際課留学生支援係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 学務部国際課留学生支援係 廃棄

国際課 会計
出金伝票（財務会計支払関
係）綴

宿舎チュータ日誌（令和3年度） 学務部国際課留学生支援係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 学務部国際課留学生支援係 廃棄

国際課 教務
学生証等各種証明書発行に
関するもの

令和3年度証明書発行申請書 学務部国際課留学生支援係 2021年度 2022年4月1日 3年 2024年度末 紙 事務室 学務部国際課留学生支援係 廃棄

国際課 教務
私費外国人研究生の関係で，
5年保存が必要であると認め
るもの

令和3年度私費外国人研究生関係 学務部国際課留学生支援係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 学務部国際課留学生支援係 廃棄

国際課 教務 入学手続書類に関するもの 令和3年度私費外国人研究生出願書類 学務部国際課留学生支援係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 学務部国際課留学生支援係 廃棄

国際課 教務
国費外国人留学生の関係で，
5年保存が必要であると認め
るもの

令和3年度国費外国人留学生関係文書 学務部国際課留学生支援係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 学務部国際課留学生支援係 廃棄

国際課 教務 入学手続書類に関するもの 令和3年度国費外国人留学生申請書類 学務部国際課留学生支援係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 学務部国際課留学生支援係 廃棄

国際課 教務
日本学生支援機構及びその
他育英団体の奨学金に関する
もので重要なもの

令和3年度奨学金（学習奨励費含） 学務部国際課留学生支援係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 学務部国際課留学生支援係 廃棄

国際課 教務
日本学生支援機構及びその
他育英団体の奨学金に関する
もので重要なもの

令和3年度私費留学生奨学金選考 学務部国際課留学生支援係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 学務部国際課留学生支援係 廃棄

国際課 人事 海外渡航に関するもの 令和3年度海外渡航届 学務部国際課留学生支援係 2021年度 2022年4月1日 3年 2024年度末 紙 事務室 学務部国際課留学生支援係 廃棄

国際課 会計
チュータ謝金の関係で，5年保
存が必要であると認めるもの

令和3年度個人・論文チュータ謝金 学務部国際課短期留学係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 学務部国際課短期留学係 廃棄

国際課 管理・運営 各種委員会に関するもの 令和3年度ISSUPプロジェクト実施委員会 学務部国際課短期留学係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 学務部国際課短期留学係 廃棄

国際課 教務
学生寄宿舎等の学生の入退
寮に関するもの

令和3年度一橋大学国際学生宿舎入退去関係 学務部国際課短期留学係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 学務部国際課短期留学係 廃棄

国際課 教務
学生寄宿舎等の学生の入退
寮に関するもの

令和3年度一橋大学国際学生宿舎一般文書関係 学務部国際課短期留学係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 学務部国際課短期留学係 廃棄

国際課 教務 入学手続書類に関するもの 令和3年度交換留学生関係 学務部国際課短期留学係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 学務部国際課短期留学係 廃棄

国際課 教務
日本学生支援機構及びその
他育英団体の奨学金に関する
もので重要なもの

令和3年度交換留学（派遣・受入） 学務部国際課短期留学係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 学務部国際課短期留学係 廃棄

国際課 教務 学生の派遣に関するもの 令和3年度海外派遣留学関係書類 学務部国際課短期留学係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 学務部国際課短期留学係 廃棄

国際課 教務 シラバス 令和3年度短期留学プログラム関係 学務部国際課短期留学係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 学務部国際課短期留学係 廃棄

国際課 会計 契約伺いに関する決裁文書 令和3年度謝金関係 学務部国際課短期留学係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 学務部国際課短期留学係 廃棄

国際課 会計 物品購入依頼書 令和2（2020）年度文科省遠隔授業経費関連（留学生センター） 学務部国際課国際企画係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙
留学生センター事
務室

学務部国際課国際企画係 廃棄

国際課 会計 物品購入依頼書 令和3年度購入依頼書（特任教員・科研費分）(留学生センター) 学務部国際課国際企画係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙
留学生センター事
務室

学務部国際課国際企画係 廃棄

国際課 会計 物品購入依頼書 シラパコーン７+１(留学生センター) 学務部国際課国際企画係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙
留学生センター事
務室

学務部国際課国際企画係 廃棄

国際課 会計 物品購入依頼書 図書購入発注票 学務部国際課国際企画係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙
留学生センター事
務室

学務部国際課国際企画係 廃棄

国際課 人事 出張に関するもの 用務外出（公務外出）（留学生センター） 学務部国際課国際企画係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙
留学生センター事
務室

学務部国際課国際企画係 廃棄

国際課 会計 旅行命令簿 旅行命令伺（留学生センター） 学務部国際課国際企画係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙
留学生センター事
務室

学務部国際課国際企画係 廃棄

国際課 会計 契約伺いに関する決裁文書 令和３年度謝金関係（謝金事前伺）（留学生センター） 学務部国際課国際企画係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙
留学生センター事
務室

学務部国際課国際企画係 廃棄

国際課 教務 課外教育の実施に関するもの 学外授業届等（留学生センター） 学務部国際課国際企画係 2021年度 2022年4月1日 3年 2024年度末 紙
留学生センター事
務室

学務部国際課国際企画係 廃棄

国際課 教務
補講の関係で3年保存が必要
であるもの

補講届（留学生センター） 学務部国際課国際企画係 2021年度 2022年4月1日 3年 2024年度末 紙
留学生センター事
務室

学務部国際課国際企画係 廃棄

国際課 人事 採用等に関するもの（非常勤） 非常勤講師労働条件通知書控（留学生センター） 学務部国際課国際企画係 2021年度 2022年4月1日 3年 2024年度末 紙
留学生センター事
務室

学務部国際課国際企画係 廃棄

国際課 人事 出張に関するもの 公務外出（用務外出）（国際教育センター） 学務部国際課国際企画係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙
国際教育グルー
プ事務室

学務部国際課国際企画係 廃棄

国際課 会計 旅行命令簿 令和３年度旅行命令伺（旅費伝票控）（国際教育センター） 学務部国際課国際企画係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙
国際教育グルー
プ事務室

学務部国際課国際企画係 廃棄
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法人文書ファイル管理簿データ（全学）

部局名 １）大分類 ２）中分類 ３）小分類（法人文書ファイル名） ４）作成・取得者
５）作成・取得年度
等

６）起算日 ７）保存期間
８）保存期間
    満了時期

９）媒体の種別 10）保存場所 11）管理担当課・係
12)保存期間満
了時の措置

備考

国際課 会計 契約伺いに関する決裁文書 令和３年度謝金関係（謝金伝票控）（国際教育センター） 学務部国際課国際企画係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙
国際教育グルー
プ事務室

学務部国際課国際企画係 廃棄

国際課 会計 契約伺いに関する決裁文書 謝金関係（教務補佐員謝金）（国際教育センター） 学務部国際課国際企画係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙
国際教育グルー
プ事務室

学務部国際課国際企画係 廃棄

国際課 会計
銀行振込依頼書（諸謝金，旅
費等）

債主データ登録票（国際教育センター） 学務部国際課国際企画係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙
国際教育グルー
プ事務室

学務部国際課国際企画係 廃棄

国際課 人事
給与簿等に準ずるものであっ
て，5年保存が必要であると認
めるもの

令和３年度在外教育施設派遣教員関係 学務部国際課国際企画係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙
国際教育グルー
プ事務室

学務部国際課国際企画係 廃棄

国際課 人事
給与所得者の扶養控除等（異
動）申告書等源泉徴収に関す
るもの

在外教育施設派遣教員（年末調整関係） 学務部国際課国際企画係 2021年度 2022年4月1日 7年 2028年度末 紙
国際教育グルー
プ事務室

学務部国際課国際企画係 廃棄

現職教育支
援課

人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成21年度非常勤職員勤務時間記録簿
学務部教育企画課免許状更新講習・
教育企画係

2009年度 2010年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部先端教育推進課現職教員研修係 廃棄

現職教育支
援課

人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成22年度非常勤職員勤務時間記録簿
学務部教育企画課免許状更新講習・
教育企画係

2010年度 2011年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部先端教育推進課現職教員研修係 廃棄

現職教育支
援課

人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成23年度非常勤職員勤務時間記録簿
学務部教育企画課免許状更新講習・
教育企画係

2011年度 2012年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部先端教育推進課現職教員研修係 廃棄

現職教育支
援課

会計 資産台帳 平成21年度資産台帳
学務部教育企画課免許状更新講習・
教育企画係

2009年度 2010年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部先端教育推進課現職教員研修係 廃棄

現職教育支
援課

会計 資産台帳 平成22年度資産台帳
学務部教育企画課免許状更新講習・
教育企画係

2010年度 2011年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部先端教育推進課現職教員研修係 廃棄

現職教育支
援課

会計 資産台帳 平成23年度資産台帳
学務部教育企画課免許状更新講習・
教育企画係

2011年度 2012年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部先端教育推進課現職教員研修係 廃棄

現職教育支
援課

教務
学校図書館司書教諭講習の
関係で無期限保存が必要であ
るもの

平成21年度学校図書館司書教諭講習の成績原簿・単位修得証明
書・修了者名簿・修了証書発行台帳

学務部教育企画課教育調査・現職教
育係

2009年度 2010年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部先端教育推進課現職教員研修係 廃棄

現職教育支
援課

教務
学校図書館司書教諭講習の
関係で無期限保存が必要であ
るもの

平成22年度学校図書館司書教諭講習の成績原簿・単位修得証明
書・修了者名簿・修了証書発行台帳

学務部教育企画課教育調査・現職教
育係

2010年度 2011年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部先端教育推進課現職教員研修係 廃棄

現職教育支
援課

教務
学校図書館司書教諭講習の
関係で無期限保存が必要であ
るもの

平成23年度学校図書館司書教諭講習の成績原簿・単位修得証明
書・修了者名簿・修了証書発行台帳

学務部教育企画課教育調査・現職教
育係

2011年度 2012年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部先端教育推進課現職教員研修係 廃棄

現職教育支
援課

管理・運営
指定教員養成機関の関係で
無期限保存が必要であるもの

平成22年度からの教員養成機関の指定申請書類・変更事項の承
認申請書類・変更事項の届出書類

学務部教育企画課教育調査・現職教
育係

2009年度 2010年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部先端教育推進課現職教員研修係 廃棄

現職教育支
援課

管理・運営
指定教員養成機関の関係で
無期限保存が必要であるもの

平成23年度からの教員養成機関の変更事項の承認申請書類・変
更事項の届出書類

学務部教育企画課教育調査・現職教
育係

2010年度 2011年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部先端教育推進課現職教員研修係 廃棄

現職教育支
援課

管理・運営
指定教員養成機関の関係で
無期限保存が必要であるもの

平成24年度からの教員養成機関の指定申請書類・変更事項の承
認申請書類・変更事項の届出書類

学務部教育企画課教育調査・現職教
育係

2011年度 2012年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部先端教育推進課現職教員研修係 廃棄

現職教育支
援課

教務
資格認定試験の関係で無期
限保存が必要であるもの

小学校教員資格認定試験合格者原簿 学務部教育企画課資格認定試験係 2009年度 2010年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部先端教育推進課現職教員研修係 廃棄

現職教育支
援課

教務
資格認定試験の関係で無期
限保存が必要であるもの

小学校教員資格認定試験合格者原簿 学務部教育企画課資格認定試験係 2010年度 2011年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部先端教育推進課現職教員研修係 廃棄

現職教育支
援課

教務
資格認定試験の関係で無期
限保存が必要であるもの

小学校教員資格認定試験合格者原簿 学務部教育企画課資格認定試験係 2011年度 2012年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部先端教育推進課現職教員研修係 廃棄

現職教育支
援課

教務
資格認定試験の関係で無期
限保存が必要であるもの

幼稚園教員資格認定試験合格者原簿 学務部教育企画課資格認定試験係 2009年度 2010年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部先端教育推進課現職教員研修係 廃棄

現職教育支
援課

教務
資格認定試験の関係で無期
限保存が必要であるもの

幼稚園教員資格認定試験合格者原簿 学務部教育企画課資格認定試験係 2010年度 2011年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部先端教育推進課現職教員研修係 廃棄

現職教育支
援課

教務
資格認定試験の関係で無期
限保存が必要であるもの

幼稚園教員資格認定試験合格者原簿 学務部教育企画課資格認定試験係 2011年度 2012年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部先端教育推進課現職教員研修係 廃棄

現職教育支
援課

教務
資格認定試験の関係で無期
限保存が必要であるもの

平成17年度小学校教員資格認定試験合格者原簿 学務部学務課資格認定試験係 2005年度 2006年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部先端教育推進課現職教員研修係 廃棄

現職教育支
援課

教務
資格認定試験の関係で無期
限保存が必要であるもの

平成17年度幼稚園教員資格認定試験合格者原簿 学務部学務課資格認定試験係 2005年度 2006年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部先端教育推進課現職教員研修係 廃棄

現職教育支
援課

教務
資格認定試験の関係で無期
限保存が必要であるもの

平成18年度小学校教員資格認定試験合格者原簿 学務部学務課資格認定試験係 2006年度 2007年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部先端教育推進課現職教員研修係 廃棄

現職教育支
援課

教務
資格認定試験の関係で無期
限保存が必要であるもの

平成18年度幼稚園教員資格認定試験合格者原簿 学務部学務課資格認定試験係 2006年度 2007年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部先端教育推進課現職教員研修係 廃棄

現職教育支
援課

教務
資格認定試験の関係で無期
限保存が必要であるもの

平成24年度小学校教員資格認定試験合格者原簿 学務部教育企画課資格認定試験係 2012年度 2013年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部先端教育推進課現職教員研修係 廃棄

現職教育支
援課

教務
資格認定試験の関係で無期
限保存が必要であるもの

平成24年度幼稚園教員資格認定試験合格者原簿 学務部教育企画課資格認定試験係 2012年度 2013年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部先端教育推進課現職教員研修係 廃棄

現職教育支
援課

人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成24年度非常勤職員勤務時間記録簿
学務部教育企画課免許状更新講習・
教育企画係

2012年度 2013年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部先端教育推進課現職教員研修係 廃棄

現職教育支
援課

会計 資産台帳 平成24年度資産台帳
学務部教育企画課免許状更新講習・
教育企画係

2012年度 2013年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部先端教育推進課現職教員研修係 廃棄

現職教育支
援課

管理・運営
資格認定試験関係の会議記
録に関するもので重要なもの

平成24年度受託業務推進本部小学校教員資格認定試験実施部
会 学務部教育企画課資格認定試験係 2012年度 2013年4月1日 10年 2022年度末 紙 事務室 学務部先端教育推進課現職教員研修係 廃棄

現職教育支
援課

管理・運営
資格認定試験関係の会議記
録に関するもので重要なもの

平成24年度受託業務推進本部幼稚園教員資格認定試験実施部
会 学務部教育企画課資格認定試験係 2012年度 2013年4月1日 10年 2022年度末 紙 事務室 学務部先端教育推進課現職教員研修係 廃棄

現職教育支
援課

管理・運営
指定教員養成機関関係の会
議記録に関するもので重要な
もの

平成24年度指定教員養成機関指導部会資料
学務部教育企画課教育調査・現職教
育係

2012年度 2013年4月1日 10年 2022年度末 紙 事務室 学務部先端教育推進課現職教員研修係 廃棄

現職教育支
援課

管理・運営
資格認定試験関係の会議記
録に関するもので重要なもの

平成24年度受託業務推進本部 学務部教育企画課資格認定試験係 2012年度 2013年4月1日 10年 2022年度末 紙 事務室 学務部先端教育推進課現職教員研修係 廃棄

現職教育支
援課

管理・運営
教員養成評価プロジェクト推
進本部会議の記録に関するも
ので重要なもの

平成24年度教員養成評価プロジェクト推進本部会議資料
学務部教育企画課免許状更新講習・
教育企画係

2012年度 2013年4月1日 10年 2022年度末 紙 事務室 学務部先端教育推進課現職教員研修係 廃棄

現職教育支
援課

管理・運営
現職教員支援関係の会議記
録に関するもので重要なもの

平成24年度現職教員支援委員会会議
学務部教育企画課免許状更新講習・
教育企画係

2012年度 2013年4月1日 10年 2022年度末 紙 事務室 学務部先端教育推進課現職教員研修係 廃棄

現職教育支
援課

管理・運営
現職教員支援関係の会議記
録に関するもので重要なもの

平成24年度現職教員支援委員会現職教員支援実施部会会議
学務部教育企画課免許状更新講習・
教育企画係

2012年度 2013年4月1日 10年 2022年度末 紙 事務室 学務部先端教育推進課現職教員研修係 廃棄

現職教育支
援課

管理・運営
現職教員支援関係の会議記
録に関するもので重要なもの

平成24年度現職教員支援委員会eラーニング実施部会会議
学務部教育企画課免許状更新講習・
教育企画係

2012年度 2013年4月1日 10年 2022年度末 紙 事務室 学務部先端教育推進課現職教員研修係 廃棄

現職教育支
援課

教務
学校図書館司書教諭講習の
関係で無期限保存が必要であ
るもの

平成24年度学校図書館司書教諭講習の成績原簿・単位修得証明
書・修了者名簿・修了証書発行台帳

学務部教育企画課教育調査・現職教
育係

2012年度 2013年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部先端教育推進課現職教員研修係 廃棄

現職教育支
援課

管理・運営
指定教員養成機関の関係で
10年保存が必要であるもの

平成24年度指定教員養成機関関係文書
学務部教育企画課教育調査・現職教
育係

2012年度 2013年4月1日 10年 2022年度末 紙 事務室 学務部先端教育推進課現職教員研修係 廃棄

現職教育支
援課

教務
資格認定試験の関係で無期
限保存が必要であるもの

平成25年度小学校教員資格認定試験合格者原簿 学務部教育企画課資格認定試験係 2013年度 2014年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部先端教育推進課現職教員研修係 廃棄

現職教育支
援課

教務
資格認定試験の関係で無期
限保存が必要であるもの

平成25年度幼稚園教員資格認定試験合格者原簿 学務部教育企画課資格認定試験係 2013年度 2014年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部先端教育推進課現職教員研修係 廃棄

現職教育支
援課

人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成25年度非常勤職員勤務時間記録簿
学務部教育企画課免許状更新講習・
教育企画係

2013年度 2014年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部先端教育推進課現職教員研修係 廃棄

現職教育支
援課

会計 資産台帳 平成25年度資産台帳
学務部教育企画課免許状更新講習・
教育企画係

2013年度 2014年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部先端教育推進課現職教員研修係 廃棄

現職教育支
援課

管理・運営
資格認定試験関係の会議記
録に関するもので重要なもの

平成25年度受託業務推進本部小学校教員資格認定試験実施部
会 学務部教育企画課資格認定試験係 2013年度 2014年4月1日 10年 2023年度末 紙 事務室 学務部先端教育推進課現職教員研修係 廃棄

現職教育支
援課

管理・運営
資格認定試験関係の会議記
録に関するもので重要なもの

平成25年度受託業務推進本部幼稚園教員資格認定試験実施部
会 学務部教育企画課資格認定試験係 2013年度 2014年4月1日 10年 2023年度末 紙 事務室 学務部先端教育推進課現職教員研修係 廃棄

現職教育支
援課

管理・運営
指定教員養成機関関係の会
議記録に関するもので重要な
もの

平成25年度指定教員養成機関指導部会資料
学務部教育企画課教育調査・現職教
育係

2013年度 2014年4月1日 10年 2023年度末 紙 事務室 学務部先端教育推進課現職教員研修係 廃棄

現職教育支
援課

管理・運営
資格認定試験関係の会議記
録に関するもので重要なもの

平成25年度受託業務推進本部 学務部教育企画課資格認定試験係 2013年度 2014年4月1日 10年 2023年度末 紙 事務室 学務部先端教育推進課現職教員研修係 廃棄

現職教育支
援課

管理・運営
教員養成評価プロジェクト推
進本部会議の記録に関するも
ので重要なもの

平成25年度教員養成評価プロジェクト推進本部会議資料
学務部教育企画課免許状更新講習・
教育企画係

2013年度 2014年4月1日 10年 2023年度末 紙 事務室 学務部先端教育推進課現職教員研修係 廃棄

現職教育支
援課

管理・運営
現職教員支援関係の会議記
録に関するもので重要なもの

平成25年度現職教員支援委員会会議
学務部教育企画課免許状更新講習・
教育企画係

2013年度 2014年4月1日 10年 2023年度末 紙 事務室 学務部先端教育推進課現職教員研修係 廃棄

現職教育支
援課

管理・運営
現職教員支援関係の会議記
録に関するもので重要なもの

平成25年度現職教員支援委員会現職教員支援実施部会会議
学務部教育企画課免許状更新講習・
教育企画係

2013年度 2014年4月1日 10年 2023年度末 紙 事務室 学務部先端教育推進課現職教員研修係 廃棄

現職教育支
援課

管理・運営
現職教員支援関係の会議記
録に関するもので重要なもの

平成25年度現職教員支援委員会eラーニング実施部会会議
学務部教育企画課免許状更新講習・
教育企画係

2013年度 2014年4月1日 10年 2023年度末 紙 事務室 学務部先端教育推進課現職教員研修係 廃棄

現職教育支
援課

教務
学校図書館司書教諭講習の
関係で無期限保存が必要であ
るもの

平成25年度学校図書館司書教諭講習の成績原簿・単位修得証明
書・修了者名簿・修了証書発行台帳

学務部教育企画課教育調査・現職教
育係

2013年度 2014年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部先端教育推進課現職教員研修係 廃棄

現職教育支
援課

管理・運営
指定教員養成機関の関係で
10年保存が必要であるもの

平成25年度指定教員養成機関関係文書
学務部教育企画課教育調査・現職教
育係

2013年度 2014年4月1日 10年 2023年度末 紙 事務室 学務部先端教育推進課現職教員研修係 廃棄

現職教育支
援課

人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成26年度非常勤職員勤務時間記録簿
学務部教育企画課免許状更新講習・
教育企画係

2014年度 2015年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部先端教育推進課現職教員研修係 廃棄

現職教育支
援課

管理・運営
現職教員支援関係の会議記
録に関するもので重要なもの

平成26年度現職教員支援委員会会議
学務部教育企画課免許状更新講習・
教育企画係

2014年度 2015年4月1日 10年 2024年度末 紙 事務室 学務部先端教育推進課現職教員研修係 廃棄

現職教育支
援課

管理・運営
現職教員支援関係の会議記
録に関するもので重要なもの

平成26年度現職教員支援委員会現職教員支援実施部会会議
学務部教育企画課免許状更新講習・
教育企画係

2014年度 2015年4月1日 10年 2024年度末 紙 事務室 学務部先端教育推進課現職教員研修係 廃棄

現職教育支
援課

管理・運営
現職教員支援関係の会議記
録に関するもので重要なもの

平成26年度現職教員支援委員会eラーニング実施部会会議
学務部教育企画課免許状更新講習・
教育企画係

2014年度 2015年4月1日 10年 2024年度末 紙 事務室 学務部先端教育推進課現職教員研修係 廃棄

現職教育支
援課

管理・運営
指定教員養成機関関係の会
議記録に関するもので重要な
もの

平成26年度指定教員養成機関指導部会資料
学務部教育企画課教育調査・現職教
育係

2014年度 2015年4月1日 10年 2024年度末 紙 事務室 学務部先端教育推進課現職教員研修係 廃棄

現職教育支
援課

教務
学校図書館司書教諭講習の
関係で無期限保存が必要であ
るもの

平成26年度学校図書館司書教諭講習の成績原簿・単位修得証明
書・修了者名簿・修了証書発行台帳

学務部教育企画課教育調査・現職教
育係

2014年度 2015年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部先端教育推進課現職教員研修係 廃棄
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現職教育支
援課

管理・運営
指定教員養成機関の関係で
10年保存が必要であるもの

平成26年度指定教員養成機関関係文書
学務部教育企画課教育調査・現職教
育係

2014年度 2015年4月1日 10年 2024年度末 紙 事務室 学務部先端教育推進課現職教員研修係 廃棄

現職教育支
援課

教務
資格認定試験の関係で無期
限保存が必要であるもの

平成26年度小学校教員資格認定試験合格者原簿 学務部教育企画課資格認定試験係 2014年度 2015年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部先端教育推進課現職教員研修係 廃棄

現職教育支
援課

教務
資格認定試験の関係で無期
限保存が必要であるもの

平成26年度幼稚園教員資格認定試験合格者原簿 学務部教育企画課資格認定試験係 2014年度 2015年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部先端教育推進課現職教員研修係 廃棄

現職教育支
援課

管理・運営
資格認定試験関係の会議記
録に関するもので重要なもの

平成26年度受託業務推進本部小学校教員資格認定試験実施部
会 学務部教育企画課資格認定試験係 2014年度 2015年4月1日 10年 2024年度末 紙 事務室 学務部先端教育推進課現職教員研修係 廃棄

現職教育支
援課

管理・運営
資格認定試験関係の会議記
録に関するもので重要なもの

平成26年度受託業務推進本部幼稚園教員資格認定試験実施部
会 学務部教育企画課資格認定試験係 2014年度 2015年4月1日 10年 2024年度末 紙 事務室 学務部先端教育推進課現職教員研修係 廃棄

現職教育支
援課

管理・運営
資格認定試験関係の会議記
録に関するもので重要なもの

平成26年度受託業務推進本部 学務部教育企画課資格認定試験係 2014年度 2015年4月1日 10年 2024年度末 紙 事務室 学務部先端教育推進課現職教員研修係 廃棄

現職教育支
援課

人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成27年度非常勤職員勤務時間記録簿
学務部教育企画課免許状更新講習・
教育企画係

2015年度 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部先端教育推進課現職教員研修係 廃棄

現職教育支
援課

管理・運営
現職教員支援関係の会議記
録に関するもので重要なもの

平成27年度現職教員支援委員会会議
学務部教育企画課免許状更新講習・
教育企画係

2015年度 2016年4月1日 10年 2025年度末 紙 事務室 学務部先端教育推進課現職教員研修係 廃棄

現職教育支
援課

管理・運営
現職教員支援関係の会議記
録に関するもので重要なもの

平成27年度現職教員支援委員会現職教員支援実施部会会議
学務部教育企画課免許状更新講習・
教育企画係

2015年度 2016年4月1日 10年 2025年度末 紙 事務室 学務部先端教育推進課現職教員研修係 廃棄

現職教育支
援課

管理・運営
現職教員支援関係の会議記
録に関するもので重要なもの

平成27年度現職教員支援委員会eラーニング実施部会会議
学務部教育企画課免許状更新講習・
教育企画係

2015年度 2016年4月1日 10年 2025年度末 紙 事務室 学務部先端教育推進課現職教員研修係 廃棄

現職教育支
援課

管理・運営
指定教員養成機関関係の会
議記録に関するもので重要な
もの

平成27年度指定教員養成機関指導部会資料
学務部教育企画課教育調査・現職教
育係

2015年度 2016年4月1日 10年 2025年度末 紙 事務室 学務部先端教育推進課現職教員研修係 廃棄

現職教育支
援課

教務
学校図書館司書教諭講習の
関係で無期限保存が必要であ
るもの

平成27年度学校図書館司書教諭講習の成績原簿・単位修得証明
書・修了者名簿・修了証書発行台帳

学務部教育企画課教育調査・現職教
育係

2015年度 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部先端教育推進課現職教員研修係 廃棄

現職教育支
援課

管理・運営
指定教員養成機関の関係で
10年保存が必要であるもの

平成27年度指定教員養成機関関係文書
学務部教育企画課教育調査・現職教
育係

2015年度 2016年4月1日 10年 2025年度末 紙 事務室 学務部先端教育推進課現職教員研修係 廃棄

現職教育支
援課

教務
資格認定試験の関係で無期
限保存が必要であるもの

平成27年度小学校教員資格認定試験合格者原簿 学務部教育企画課資格認定試験係 2015年度 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部先端教育推進課現職教員研修係 廃棄

現職教育支
援課

教務
資格認定試験の関係で無期
限保存が必要であるもの

平成27年度幼稚園教員資格認定試験合格者原簿 学務部教育企画課資格認定試験係 2015年度 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部先端教育推進課現職教員研修係 廃棄

現職教育支
援課

管理・運営
資格認定試験関係の会議記
録に関するもので重要なもの

平成27年度受託業務推進本部小学校教員資格認定試験実施部
会 学務部教育企画課資格認定試験係 2015年度 2016年4月1日 10年 2025年度末 紙 事務室 学務部先端教育推進課現職教員研修係 廃棄

現職教育支
援課

管理・運営
資格認定試験関係の会議記
録に関するもので重要なもの

平成27年度受託業務推進本部幼稚園教員資格認定試験実施部
会 学務部教育企画課資格認定試験係 2015年度 2016年4月1日 10年 2025年度末 紙 事務室 学務部先端教育推進課現職教員研修係 廃棄

現職教育支
援課

管理・運営
資格認定試験関係の会議記
録に関するもので重要なもの

平成27年度受託業務推進本部 学務部教育企画課資格認定試験係 2015年度 2016年4月1日 10年 2025年度末 紙 事務室 学務部先端教育推進課現職教員研修係 廃棄

現職教育支
援課

人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成28年度非常勤職員勤務時間記録簿
学務部教育企画課免許状更新講習・
教育企画係

2016年度 2017年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部先端教育推進課現職教員研修係 廃棄

現職教育支
援課

管理・運営
現職教員支援関係の会議記
録に関するもので重要なもの

平成28年度現職教員支援委員会会議
学務部教育企画課免許状更新講習・
教育企画係

2016年度 2017年4月1日 10年 2026年度末 紙 事務室 学務部先端教育推進課現職教員研修係 廃棄

現職教育支
援課

管理・運営
現職教員支援関係の会議記
録に関するもので重要なもの

平成28年度現職教員支援委員会現職教員支援実施部会会議
学務部教育企画課免許状更新講習・
教育企画係

2016年度 2017年4月1日 10年 2026年度末 紙 事務室 学務部先端教育推進課現職教員研修係 廃棄

現職教育支
援課

管理・運営
現職教員支援関係の会議記
録に関するもので重要なもの

平成28年度現職教員支援委員会eラーニング実施部会会議
学務部教育企画課免許状更新講習・
教育企画係

2016年度 2017年4月1日 10年 2026年度末 紙 事務室 学務部先端教育推進課現職教員研修係 廃棄

現職教育支
援課

管理・運営
指定教員養成機関関係の会
議記録に関するもので重要な
もの

平成28年度指定教員養成機関指導部会資料
学務部教育企画課教育調査・現職教
育係

2016年度 2017年4月1日 10年 2026年度末 紙 事務室 学務部先端教育推進課現職教員研修係 廃棄

現職教育支
援課

管理・運営
指定教員養成機関の関係で
10年保存が必要であるもの

平成28年度指定教員養成機関関係文書
学務部教育企画課教育調査・現職教
育係

2016年度 2017年4月1日 10年 2026年度末 紙 事務室 学務部先端教育推進課現職教員研修係 廃棄

現職教育支
援課

教務
学校図書館司書教諭講習の
関係で無期限保存が必要であ
るもの

平成28年度学校図書館司書教諭講習の成績原簿・単位修得証明
書・修了者名簿・修了証書発行台帳

学務部教育企画課教育調査・現職教
育係

2016年度 2017年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部先端教育推進課現職教員研修係 廃棄

現職教育支
援課

管理・運営
現職教員研修関係の会議記
録に関するもので重要なもの

平成28年度現職教員研修推進機構資料
学務部教育企画課教育調査・現職教
育係

2016年度 2017年4月1日 10年 2026年度末 紙 事務室 学務部先端教育推進課現職教員研修係 廃棄

現職教育支
援課

教務
資格認定試験の関係で無期
限保存が必要であるもの

平成28年度小学校教員資格認定試験合格者原簿 学務部教育企画課資格認定試験係 2016年度 2017年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部先端教育推進課現職教員研修係 廃棄

現職教育支
援課

教務
資格認定試験の関係で無期
限保存が必要であるもの

平成28年度幼稚園教員資格認定試験合格者原簿 学務部教育企画課資格認定試験係 2016年度 2017年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部先端教育推進課現職教員研修係 廃棄

現職教育支
援課

管理・運営
資格認定試験関係の会議記
録に関するもので重要なもの

平成28年度受託業務推進本部小学校教員資格認定試験実施部
会

学務部教育企画課資格認定試験係 2016年度 2017年4月1日 10年 2026年度末 紙 事務室 学務部先端教育推進課現職教員研修係 廃棄

現職教育支
援課

管理・運営
資格認定試験関係の会議記
録に関するもので重要なもの

平成28年度受託業務推進本部幼稚園教員資格認定試験実施部
会

学務部教育企画課資格認定試験係 2016年度 2017年4月1日 10年 2026年度末 紙 事務室 学務部先端教育推進課現職教員研修係 廃棄

現職教育支
援課

管理・運営
資格認定試験関係の会議記
録に関するもので重要なもの

平成28年度受託業務推進本部 学務部教育企画課資格認定試験係 2016年度 2017年4月1日 10年 2026年度末 紙 事務室 学務部先端教育推進課現職教員研修係 廃棄

現職教育支
援課

人事 勤務時間記録簿 平成29年勤務時間記録簿
学務部教育企画課免許状更新講習・
教育企画係

2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部先端教育推進課現職教員研修係 廃棄

現職教育支
援課

人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成29年度非常勤職員勤務時間記録簿
学務部教育企画課免許状更新講習・
教育企画係

2017年度 2018年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部先端教育推進課現職教員研修係 廃棄

現職教育支
援課

会計 旅行命令簿 平成29年度旅行命令綴
学務部教育企画課免許状更新講習・
教育企画係

2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部先端教育推進課現職教員研修係 廃棄

現職教育支
援課

管理・運営
現職教員支援関係の会議記
録に関するもので重要なもの

平成29年度現職教員支援委員会会議
学務部教育企画課免許状更新講習・
教育企画係

2017年度 2018年4月1日 10年 2027年度末 紙 事務室 学務部先端教育推進課現職教員研修係 廃棄

現職教育支
援課

管理・運営
現職教員支援関係の会議記
録に関するもので重要なもの

平成29年度現職教員支援委員会現職教員支援実施部会会議
学務部教育企画課免許状更新講習・
教育企画係

2017年度 2018年4月1日 10年 2027年度末 紙 事務室 学務部先端教育推進課現職教員研修係 廃棄

現職教育支
援課

管理・運営
現職教員支援関係の会議記
録に関するもので重要なもの

平成29年度現職教員支援委員会eラーニング実施部会会議
学務部教育企画課免許状更新講習・
教育企画係

2017年度 2018年4月1日 10年 2027年度末 紙 事務室 学務部先端教育推進課現職教員研修係 廃棄

現職教育支
援課

社会連携
教員免許状更新講習に関する
もの

平成29年度免許状更新講習申請書
学務部教育企画課免許状更新講習・
教育企画係

2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部先端教育推進課現職教員研修係 廃棄

現職教育支
援課

社会連携
教員免許状更新講習に関する
もの

平成29年度免許状更新講習の履修者名簿・履修修了者名簿
学務部教育企画課免許状更新講習・
教育企画係

2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部先端教育推進課現職教員研修係 廃棄

現職教育支
援課

管理・運営
指定教員養成機関関係の会
議記録に関するもので重要な
もの

平成29年度指定教員養成機関指導部会資料
学務部教育企画課教育調査・現職教
育係

2017年度 2018年4月1日 10年 2027年度末 紙 事務室 学務部先端教育推進課現職教員研修係 廃棄

現職教育支
援課

管理・運営
指定教員養成機関の関係で
10年保存が必要であるもの

平成29年度指定教員養成機関関係文書
学務部教育企画課教育調査・現職教
育係

2017年度 2018年4月1日 10年 2027年度末 紙 事務室 学務部先端教育推進課現職教員研修係 廃棄

現職教育支
援課

社会連携
学校図書館司書教諭講習に
関するもの

平成29年度学校図書館司書教諭講習関係文書
学務部教育企画課教育調査・現職教
育係

2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部先端教育推進課現職教員研修係 廃棄

現職教育支
援課

社会連携
学校図書館司書教諭講習に
関するもの

平成29年度学校図書館司書教諭講習申込書
学務部教育企画課教育調査・現職教
育係

2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部先端教育推進課現職教員研修係 廃棄

現職教育支
援課

社会連携
学校図書館司書教諭講習に
関するもの

平成29年度学校図書館司書教諭講習の決裁文書
学務部教育企画課教育調査・現職教
育係

2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部先端教育推進課現職教員研修係 廃棄

現職教育支
援課

教務
学校図書館司書教諭講習の
関係で無期限保存が必要であ
るもの

平成29年度学校図書館司書教諭講習の成績原簿・単位修得証明
書・修了者名簿・修了証書発行台帳

学務部教育企画課教育調査・現職教
育係

2017年度 2018年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部先端教育推進課現職教員研修係 廃棄

現職教育支
援課

社会連携
東京都教職員研修センターと
の連携研修の関係で5年保存
が必要であるもの

平成29年度東京都教職員研修センターと東京学芸大学との連携
研修関係文書

学務部教育企画課教育調査・現職教
育係

2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部先端教育推進課現職教員研修係 廃棄

現職教育支
援課

管理・運営
現職教員研修関係の会議記
録に関するもので重要なもの

平成29年度現職教員研修推進機構資料
学務部教育企画課教育調査・現職教
育係

2017年度 2018年4月1日 10年 2027年度末 紙 事務室 学務部先端教育推進課現職教員研修係 廃棄

現職教育支
援課

研究協力 受託事業に関するもの 平成29年度小学校英語教科化プログラム関係文書
学務部教育企画課教育調査・現職教
育係

2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部先端教育推進課現職教員研修係 廃棄

現職教育支
援課

社会連携
資格認定試験の関係で5年保
存が必要であるもの

平成29年度小学校教員資格認定試験 学務部教育企画課資格認定試験係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部先端教育推進課現職教員研修係 廃棄

現職教育支
援課

教務
資格認定試験の関係で無期
限保存が必要であるもの

平成29年度小学校教員資格認定試験合格者原簿 学務部教育企画課資格認定試験係 2017年度 2018年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部先端教育推進課現職教員研修係 廃棄

現職教育支
援課

社会連携
資格認定試験の関係で5年保
存が必要であるもの

平成29年度幼稚園教員資格認定試験 学務部教育企画課資格認定試験係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部先端教育推進課現職教員研修係 廃棄

現職教育支
援課

教務
資格認定試験の関係で無期
限保存が必要であるもの

平成29年度幼稚園教員資格認定試験合格者原簿 学務部教育企画課資格認定試験係 2017年度 2018年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部先端教育推進課現職教員研修係 廃棄

現職教育支
援課

管理・運営
資格認定試験関係の会議記
録に関するもので重要なもの

平成29年度受託業務推進本部小学校教員資格認定試験実施部
会

学務部教育企画課資格認定試験係 2017年度 2018年4月1日 10年 2027年度末 紙 事務室 学務部先端教育推進課現職教員研修係 廃棄

現職教育支
援課

管理・運営
資格認定試験関係の会議記
録に関するもので重要なもの

平成29年度受託業務推進本部幼稚園教員資格認定試験実施部
会

学務部教育企画課資格認定試験係 2017年度 2018年4月1日 10年 2027年度末 紙 事務室 学務部先端教育推進課現職教員研修係 廃棄

現職教育支
援課

管理・運営
資格認定試験関係の会議記
録に関するもので重要なもの

平成29年度受託業務推進本部 学務部教育企画課資格認定試験係 2017年度 2018年4月1日 10年 2027年度末 紙 事務室 学務部先端教育推進課現職教員研修係 廃棄

現職教育支
援課

管理・運営
指定教員養成機関関係の会
議記録に関するもので重要な
もの

平成30年度指定教員養成機関指導部会資料
学務部教育企画課教育調査・現職教
育係

2018年度 2019年4月1日 10年 2028年度末 紙 事務室 学務部先端教育推進課現職教員研修係 廃棄

現職教育支
援課

管理・運営
指定教員養成機関の関係で
10年保存が必要であるもの

平成30年度指定教員養成機関関係文書
学務部教育企画課教育調査・現職教
育係

2018年度 2019年4月1日 10年 2028年度末 紙 事務室 学務部先端教育推進課現職教員研修係 廃棄

現職教育支
援課

社会連携
学校図書館司書教諭講習に
関するもの

平成30年度学校図書館司書教諭講習関係文書
学務部教育企画課教育調査・現職教
育係

2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部先端教育推進課現職教員研修係 廃棄

現職教育支
援課

社会連携
学校図書館司書教諭講習に
関するもの

平成30年度学校図書館司書教諭講習申込書
学務部教育企画課教育調査・現職教
育係

2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部先端教育推進課現職教員研修係 廃棄

現職教育支
援課

社会連携
学校図書館司書教諭講習に
関するもの

平成30年度学校図書館司書教諭講習の決裁文書
学務部教育企画課教育調査・現職教
育係

2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部先端教育推進課現職教員研修係 廃棄

現職教育支
援課

教務
学校図書館司書教諭講習の
関係で無期限保存が必要であ
るもの

平成30年度学校図書館司書教諭講習の成績原簿・単位修得証明
書・修了者名簿・修了証書発行台帳

学務部教育企画課教育調査・現職教
育係

2018年度 2019年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部先端教育推進課現職教員研修係 廃棄
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現職教育支
援課

社会連携
東京都教職員研修センターと
の連携研修の関係で5年保存
が必要であるもの

平成30年度東京都教職員研修センターと東京学芸大学との連携
研修関係文書

学務部教育企画課教育調査・現職教
育係

2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部先端教育推進課現職教員研修係 廃棄

現職教育支
援課

管理・運営
現職教員研修関係の会議記
録に関するもので重要なもの

平成30年度現職教員研修推進機構資料
学務部教育企画課教育調査・現職教
育係

2018年度 2019年4月1日 10年 2028年度末 紙 事務室 学務部先端教育推進課現職教員研修係 廃棄

現職教育支
援課

研究協力 受託事業に関するもの 平成30年度小学校英語教科化プログラム関係文書
学務部教育企画課教育調査・現職教
育係

2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部先端教育推進課現職教員研修係 廃棄

現職教育支
援課

人事 勤務時間記録簿 平成30年勤務時間記録簿
学務部教育企画課免許状更新講習・
教育企画係

2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部先端教育推進課現職教員研修係 廃棄

現職教育支
援課

人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成30年度非常勤職員勤務時間記録簿
学務部教育企画課免許状更新講習・
教育企画係

2018年度 2019年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部先端教育推進課現職教員研修係 廃棄

現職教育支
援課

会計 旅行命令簿 平成30年度旅行命令綴
学務部教育企画課免許状更新講習・
教育企画係

2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部先端教育推進課現職教員研修係 廃棄

現職教育支
援課

管理・運営
現職教員支援関係の会議記
録に関するもので重要なもの

平成30年度現職教員支援委員会会議
学務部教育企画課免許状更新講習・
教育企画係

2018年度 2019年4月1日 10年 2028年度末 紙 事務室 学務部先端教育推進課現職教員研修係 廃棄

現職教育支
援課

管理・運営
現職教員支援関係の会議記
録に関するもので重要なもの

平成30年度現職教員支援委員会現職教員支援実施部会会議
学務部教育企画課免許状更新講習・
教育企画係

2018年度 2019年4月1日 10年 2028年度末 紙 事務室 学務部先端教育推進課現職教員研修係 廃棄

現職教育支
援課

管理・運営
現職教員支援関係の会議記
録に関するもので重要なもの

平成30年度現職教員支援委員会eラーニング実施部会会議
学務部教育企画課免許状更新講習・
教育企画係

2018年度 2019年4月1日 10年 2028年度末 紙 事務室 学務部先端教育推進課現職教員研修係 廃棄

現職教育支
援課

社会連携
教員免許状更新講習に関する
もの

平成30年度免許状更新講習申請書
学務部教育企画課免許状更新講習・
教育企画係

2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部先端教育推進課現職教員研修係 廃棄

現職教育支
援課

社会連携
教員免許状更新講習に関する
もの

平成30年度免許状更新講習の履修者名簿・履修修了者名簿
学務部教育企画課免許状更新講習・
教育企画係

2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部先端教育推進課現職教員研修係 廃棄

現職教育支
援課

社会連携
資格認定試験の関係で5年保
存が必要であるもの

平成30年度小学校教員資格認定試験 学務部教育企画課資格認定試験係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部先端教育推進課現職教員研修係 廃棄

現職教育支
援課

教務
資格認定試験の関係で無期
限保存が必要であるもの

平成30年度小学校教員資格認定試験合格者原簿 学務部教育企画課資格認定試験係 2018年度 2019年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部先端教育推進課現職教員研修係 廃棄

現職教育支
援課

社会連携
資格認定試験の関係で5年保
存が必要であるもの

平成30年度幼稚園教員資格認定試験 学務部教育企画課資格認定試験係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部先端教育推進課現職教員研修係 廃棄

現職教育支
援課

教務
資格認定試験の関係で無期
限保存が必要であるもの

平成30年度幼稚園教員資格認定試験合格者原簿 学務部教育企画課資格認定試験係 2018年度 2019年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部先端教育推進課現職教員研修係 廃棄

現職教育支
援課

管理・運営
資格認定試験関係の会議記
録に関するもので重要なもの

平成30年度受託業務推進本部小学校教員資格認定試験実施部
会

学務部教育企画課資格認定試験係 2018年度 2019年4月1日 10年 2028年度末 紙 事務室 学務部先端教育推進課現職教員研修係 廃棄

現職教育支
援課

管理・運営
資格認定試験関係の会議記
録に関するもので重要なもの

平成30年度受託業務推進本部幼稚園教員資格認定試験実施部
会

学務部教育企画課資格認定試験係 2018年度 2019年4月1日 10年 2028年度末 紙 事務室 学務部先端教育推進課現職教員研修係 廃棄

現職教育支
援課

管理・運営
資格認定試験関係の会議記
録に関するもので重要なもの

平成30年度受託業務推進本部 学務部教育企画課資格認定試験係 2018年度 2019年4月1日 10年 2028年度末 紙 事務室 学務部先端教育推進課現職教員研修係 廃棄

現職教育支
援課

管理・運営
指定教員養成機関の関係で
10年保存が必要であるもの

令和元年度指定教員養成機関関係文書
学務部教育企画課教育調査・現職教
育係

2019年度 2020年4月1日 10年 2029年度末 紙 事務室 学務部先端教育推進課現職教員研修係 廃棄

現職教育支
援課

社会連携
学校図書館司書教諭講習に
関するもの

令和元年度学校図書館司書教諭講習関係文書
学務部教育企画課教育調査・現職教
育係

2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部先端教育推進課現職教員研修係 廃棄

現職教育支
援課

社会連携
学校図書館司書教諭講習に
関するもの

平成元年度学校図書館司書教諭講習申込書
学務部教育企画課教育調査・現職教
育係

2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部先端教育推進課現職教員研修係 廃棄

現職教育支
援課

社会連携
学校図書館司書教諭講習に
関するもの

令和元年度学校図書館司書教諭講習の決裁文書
学務部教育企画課教育調査・現職教
育係

2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部先端教育推進課現職教員研修係 廃棄

現職教育支
援課

教務
学校図書館司書教諭講習の
関係で無期限保存が必要であ
るもの

令和元年度学校図書館司書教諭講習の成績原簿・単位修得証明
書・修了者名簿・修了証書発行台帳

学務部教育企画課教育調査・現職教
育係

2019年度 2020年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部先端教育推進課現職教員研修係 廃棄

現職教育支
援課

社会連携
東京都教職員研修センターと
の連携研修の関係で5年保存
が必要であるもの

令和元年度東京都教職員研修センターと東京学芸大学との連携
研修関係文書

学務部教育企画課教育調査・現職教
育係

2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部先端教育推進課現職教員研修係 廃棄

現職教育支
援課

管理・運営
現職教員研修関係の会議記
録に関するもので重要なもの

令和元年度現職教員研修推進機構資料
学務部教育企画課教育調査・現職教
育係

2019年度 2020年4月1日 10年 2028年度末 紙 事務室 学務部先端教育推進課現職教員研修係 廃棄

現職教育支
援課

人事
休暇簿等の給与簿に関するも
の

平成31年/令和元年休暇簿
学務部教育企画課免許状更新講習・
教育企画係

2019年度 2020年4月1日 3年 2022年度末 紙 事務室 学務部先端教育推進課現職教員研修係 廃棄

現職教育支
援課

人事 勤務時間記録簿 令和元年勤務時間記録簿
学務部教育企画課免許状更新講習・
教育企画係

2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部先端教育推進課現職教員研修係 廃棄

現職教育支
援課

人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

令和元年度非常勤職員勤務時間記録簿
学務部教育企画課免許状更新講習・
教育企画係

2019年度 2020年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部先端教育推進課現職教員研修係 廃棄

現職教育支
援課

会計 旅行命令簿 令和元年度旅行命令綴
学務部教育企画課免許状更新講習・
教育企画係

2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部先端教育推進課現職教員研修係 廃棄

現職教育支
援課

社会連携
資格認定試験の関係で5年保
存が必要であるもの

2019年度小学校教員資格認定試験 学務部教育企画課資格認定試験係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部先端教育推進課現職教員研修係 廃棄

現職教育支
援課

教務
資格認定試験の関係で無期
限保存が必要であるもの

2019年度小学校教員資格認定試験合格者原簿 学務部教育企画課資格認定試験係 2019年度 2020年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部先端教育推進課現職教員研修係 廃棄

現職教育支
援課

社会連携
資格認定試験の関係で5年保
存が必要であるもの

2019年度幼稚園教員資格認定試験 学務部教育企画課資格認定試験係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部先端教育推進課現職教員研修係 廃棄

現職教育支
援課

教務
資格認定試験の関係で無期
限保存が必要であるもの

2019年度幼稚園教員資格認定試験合格者原簿 学務部教育企画課資格認定試験係 2019年度 2020年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部先端教育推進課現職教員研修係 廃棄

現職教育支
援課

管理・運営
資格認定試験関係の会議記
録に関するもので重要なもの

2019年度教員資格認定試験実施委員会 学務部教育企画課資格認定試験係 2019年度 2020年4月1日 10年 2029年度末 紙 事務室 学務部先端教育推進課現職教員研修係 廃棄

現職教育支
援課

管理・運営
現職教員支援関係の会議記
録に関するもので重要なもの

令和元年度現職教員支援委員会会議
学務部教育企画課免許状更新講習・
教育企画係

2019年度 2020年4月1日 10年 2029年度末 紙 事務室 学務部先端教育推進課現職教員研修係 廃棄

現職教育支
援課

管理・運営
現職教員支援関係の会議記
録に関するもので重要なもの

令和元年度現職教員支援委員会現職教員支援実施部会会議
学務部教育企画課免許状更新講習・
教育企画係

2019年度 2020年4月1日 10年 2029年度末 紙 事務室 学務部先端教育推進課現職教員研修係 廃棄

現職教育支
援課

社会連携
教員免許状更新講習に関する
もの

令和元年度免許状更新講習申請書
学務部教育企画課免許状更新講習・
教育企画係

2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部先端教育推進課現職教員研修係 廃棄

現職教育支
援課

社会連携
教員免許状更新講習に関する
もの

令和元年度免許状更新講習の履修者名簿・履修修了者名簿
学務部教育企画課免許状更新講習・
教育企画係

2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部先端教育推進課現職教員研修係 廃棄

現職教育支
援課

管理・運営
指定教員養成機関の関係で
10年保存が必要であるもの

令和２年度指定教員養成機関関係文書
学務部大学院課現職教育支援室現職
教育支援係

2020年度 2021年4月1日 10年 2030年度末 紙 事務室 学務部先端教育推進課現職教員研修係 廃棄

現職教育支
援課

社会連携
学校図書館司書教諭講習に
関するもの

令和２年度学校図書館司書教諭講習関係文書
学務部大学院課現職教育支援室現職
教育支援係

2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部先端教育推進課現職教員研修係 廃棄

現職教育支
援課

社会連携
学校図書館司書教諭講習に
関するもの

令和２年度学校図書館司書教諭講習申込書
学務部大学院課現職教育支援室現職
教育支援係

2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部先端教育推進課現職教員研修係 廃棄

現職教育支
援課

社会連携
学校図書館司書教諭講習に
関するもの

令和２年度学校図書館司書教諭講習の決裁文書
学務部大学院課現職教育支援室現職
教育支援係

2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部先端教育推進課現職教員研修係 廃棄

現職教育支
援課

教務
学校図書館司書教諭講習の
関係で無期限保存が必要であ
るもの

令和２年度学校図書館司書教諭講習の成績原簿・単位修得証明
書・修了者名簿・修了証書発行台帳

学務部大学院課現職教育支援室現職
教育支援係

2020年度 2021年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部先端教育推進課現職教員研修係 廃棄

現職教育支
援課

社会連携
東京都教職員研修センターと
の連携研修の関係で5年保存
が必要であるもの

令和２年度東京都教職員研修センターと東京学芸大学との連携
研修関係文書

学務部大学院課現職教育支援室現職
教育支援係

2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部先端教育推進課現職教員研修係 廃棄

現職教育支
援課

管理・運営
現職教員研修関係の会議記
録に関するもので重要なもの

令和２年度現職教員研修推進機構資料
学務部大学院課現職教育支援室現職
教育支援係

2020年度 2021年4月1日 10年 2030年度末 紙 事務室 学務部先端教育推進課現職教員研修係 廃棄

現職教育支
援課

人事
休暇簿等の給与簿に関するも
の

令和２年休暇簿
学務部大学院課現職教育支援室現職
教育支援係

2020年度 2021年4月1日 3年 2023年度末 紙 事務室 学務部先端教育推進課現職教員研修係 廃棄

現職教育支
援課

人事 勤務時間記録簿 令和２年勤務時間記録簿
学務部大学院課現職教育支援室現職
教育支援係

2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部先端教育推進課現職教員研修係 廃棄

現職教育支
援課

人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

令和２年度非常勤職員勤務時間記録簿
学務部大学院課現職教育支援室現職
教育支援係

2020年度 2021年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部先端教育推進課現職教員研修係 廃棄

現職教育支
援課

会計 旅行命令簿 令和２年度旅行命令綴
学務部大学院課現職教育支援室現職
教育支援係

2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部先端教育推進課現職教員研修係 廃棄

現職教育支
援課

管理・運営
教員免許状更新講習関係の
会議記録に関するもので重要
なもの

令和２年度教員免許状更新講習実施委員会
学務部大学院課現職教育支援室現職
教育支援係

2020年度 2021年4月1日 10年 2030年度末 紙 事務室 学務部先端教育推進課現職教員研修係 廃棄

現職教育支
援課

社会連携 公開講座に関するもの 平成29年度公開講座（募集・承認等） 総務部広報企画課地域連携係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室
財務・研究推進部研究・連携推進課連係
第二係

廃棄

現職教育支
援課

社会連携 公開講座に関するもの 平成29年度公開講座（講師依頼） 総務部広報企画課地域連携係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室
財務・研究推進部研究・連携推進課連係
第二係

廃棄

現職教育支
援課

社会連携 公開講座に関するもの 平成29年度公開講座（受講決定通知書） 総務部広報企画課地域連携係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室
財務・研究推進部研究・連携推進課連係
第二係

廃棄

現職教育支
援課

社会連携 公開講座に関するもの 平成29年度公開講座申込書 総務部広報企画課地域連携係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室
財務・研究推進部研究・連携推進課連係
第二係

廃棄

現職教育支
援課

社会連携 公開講座に関するもの 平成29年度公開講座アンケート 総務部広報企画課地域連携係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室
財務・研究推進部研究・連携推進課連係
第二係

廃棄

現職教育支
援課

社会連携 公開講座に関するもの 平成30年度公開講座（募集・承認等） 総務部広報企画課地域連携係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室
財務・研究推進部研究・連携推進課連係
第二係

廃棄

現職教育支
援課

社会連携 公開講座に関するもの 平成30年度公開講座（講師依頼） 総務部広報企画課地域連携係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室
財務・研究推進部研究・連携推進課連係
第二係

廃棄

現職教育支
援課

社会連携 公開講座に関するもの 平成30年度公開講座（受講決定通知書） 総務部広報企画課地域連携係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室
財務・研究推進部研究・連携推進課連係
第二係

廃棄

現職教育支
援課

社会連携 公開講座に関するもの 平成30年度公開講座申込書 総務部広報企画課地域連携係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室
財務・研究推進部研究・連携推進課連係
第二係

廃棄

現職教育支
援課

社会連携 公開講座に関するもの 平成30年度公開講座アンケート 総務部広報企画課地域連携係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室
財務・研究推進部研究・連携推進課連係
第二係

廃棄

現職教育支
援課

社会連携 公開講座に関するもの 平成31年度公開講座（募集・承認等） 総務部広報企画課地域連携係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室
財務・研究推進部研究・連携推進課連係
第二係

廃棄
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部局名 １）大分類 ２）中分類 ３）小分類（法人文書ファイル名） ４）作成・取得者
５）作成・取得年度
等

６）起算日 ７）保存期間
８）保存期間
    満了時期

９）媒体の種別 10）保存場所 11）管理担当課・係
12)保存期間満
了時の措置

備考

現職教育支
援課

社会連携 公開講座に関するもの 平成31年度公開講座（講師依頼） 総務部広報企画課地域連携係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室
財務・研究推進部研究・連携推進課連係
第二係

廃棄

現職教育支
援課

社会連携 公開講座に関するもの 平成31年度公開講座（受講決定通知書） 総務部広報企画課地域連携係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室
財務・研究推進部研究・連携推進課連係
第二係

廃棄

現職教育支
援課

社会連携 公開講座に関するもの 平成31年度公開講座申込書 総務部広報企画課地域連携係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室
財務・研究推進部研究・連携推進課連係
第二係

廃棄

現職教育支
援課

社会連携 公開講座に関するもの 平成31年度公開講座アンケート 総務部広報企画課地域連携係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室
財務・研究推進部研究・連携推進課連係
第二係

廃棄

現職教育支
援課

社会連携 公開講座に関するもの 令和２年度公開講座（募集・承認等）
財務・研究推進部研究・連携推進課地
域連携係

2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室
財務・研究推進部研究・連携推進課連係
第二係

廃棄

現職教育支
援課

社会連携 公開講座に関するもの 令和２年度公開講座（受講決定通知書・申込書・アンケート）
財務・研究推進部研究・連携推進課地
域連携係

2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室
財務・研究推進部研究・連携推進課連係
第二係

廃棄

現職教育支
援課

管理・運営
教員免許状更新講習関係の
会議記録に関するもので重要
なもの

令和３年度教員免許状更新講習実施委員会
学務部現職教育支援課免許状更新講
習係

2021年度 2022年4月1日 10年 2031年度末 紙 事務室 学務部先端教育推進課現職教員研修係 廃棄

現職教育支
援課

管理・運営
現職教員研修関係の会議記
録に関するもので重要なもの

令和３年度現職教員研修推進機構資料
学務部現職教育支援課現職教育支援
係

2021年度 2022年4月1日 10年 2031年度末 紙 事務室 学務部先端教育推進課現職教員研修係 廃棄

現職教育支
援課

管理・運営
指定教員養成機関の関係で
10年保存が必要であるもの

令和３年度指定教員養成機関関係文書
学務部現職教育支援課現職教育支援
係

2021年度 2022年4月1日 10年 2031年度末 紙 事務室 学務部先端教育推進課現職教員研修係 廃棄

現職教育支
援課

管理・運営
指定教員養成機関の関係で
無期限保存が必要であるもの

平成25年度からの教員養成機関の指定申請書類・変更事項の承
認申請書類・変更事項の届出書類

学務部教育企画課教育調査・現職教
育係

2012年度 2013年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部先端教育推進課現職教員研修係 廃棄

現職教育支
援課

管理・運営
指定教員養成機関の関係で
無期限保存が必要であるもの

平成26年度からの教員養成機関の指定申請書類・変更事項の承
認申請書類・変更事項の届出書類

学務部教育企画課教育調査・現職教
育係

2013年度 2014年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部先端教育推進課現職教員研修係 廃棄

現職教育支
援課

管理・運営
指定教員養成機関の関係で
無期限保存が必要であるもの

平成27年度からの教員養成機関の指定申請書類・変更事項の承
認申請書類・変更事項の届出書類

学務部教育企画課教育調査・現職教
育係

2014年度 2015年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部先端教育推進課現職教員研修係 廃棄

現職教育支
援課

管理・運営
指定教員養成機関の関係で
無期限保存が必要であるもの

平成28年度からの教員養成機関の指定申請書類・変更事項の承
認申請書類・変更事項の届出書類

学務部教育企画課教育調査・現職教
育係

2015年度 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部先端教育推進課現職教員研修係 廃棄

現職教育支
援課

管理・運営
指定教員養成機関の関係で
無期限保存が必要であるもの

平成29年度からの教員養成機関の指定申請書類・変更事項の承
認申請書類・変更事項の届出書類

学務部教育企画課教育調査・現職教
育係

2016年度 2017年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部先端教育推進課現職教員研修係 廃棄

現職教育支
援課

管理・運営
指定教員養成機関の関係で
無期限保存が必要であるもの

平成30年度からの教員養成機関の指定申請書類・変更事項の承
認申請書類・変更事項の届出書類

学務部教育企画課教育調査・現職教
育係

2017年度 2018年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部先端教育推進課現職教員研修係 廃棄

現職教育支
援課

管理・運営
指定教員養成機関の関係で
無期限保存が必要であるもの

平成31年度からの教員養成機関の指定申請書類・変更事項の承
認申請書類・変更事項の届出書類

学務部教育企画課教育調査・現職教
育係

2018年度 2019年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部先端教育推進課現職教員研修係 廃棄

現職教育支
援課

管理・運営
指定教員養成機関の関係で
無期限保存が必要であるもの

令和２年度からの教員養成機関の指定申請書類・変更事項の承
認申請書類・変更事項の届出書類

学務部教育企画課教育調査・現職教
育係

2019年度 2020年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部先端教育推進課現職教員研修係 廃棄

現職教育支
援課

管理・運営
指定教員養成機関の関係で
無期限保存が必要であるもの

令和３年度からの教員養成機関の指定申請書類・変更事項の承
認申請書類・変更事項の届出書類

学務部大学院課現職教育支援室現職
教育支援係

2020年度 2021年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部先端教育推進課現職教員研修係 廃棄

現職教育支
援課

管理・運営
指定教員養成機関の関係で
無期限保存が必要であるもの

令和４年度からの教員養成機関の指定申請書類・変更事項の承
認申請書類・変更事項の届出書類

学務部現職教育支援課現職教育支援
係

2021年度 2022年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部先端教育推進課現職教員研修係 廃棄

現職教育支
援課

人事
休暇簿等の給与簿に関するも
の

令和３年休暇簿
学務部現職教育支援課現職教育支援
係

2021年度 2022年4月1日 3年 2024年度末 紙 事務室 学務部先端教育推進課現職教員研修係 廃棄

現職教育支
援課

人事 勤務時間記録簿 令和３年勤務時間記録簿 学務部現職教育支援課現職教育支援係2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 学務部先端教育推進課現職教員研修係 廃棄

現職教育支
援課

人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

令和３年度非常勤職員勤務時間記録簿
学務部現職教育支援課現職教育支援
係

2021年度 2022年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部先端教育推進課現職教員研修係 廃棄

現職教育支
援課

研究協力 受託事業に関するもの
令和２年度就職氷河期世代を対象とした教職に関するリカレント教
育プログラム事業関係文書

学務部大学院課現職教育支援室免許
状更新講習係

2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部先端教育推進課現職教員研修係 廃棄

現職教育支
援課

研究協力 受託事業に関するもの
令和３年度【学校教育における外部人材活用事業】就職氷河期世
代を対象とした教職に関するリカレント教育プログラムの開発・実
施関係文書

学務部現職教育支援課免許状更新講
習係

2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 学務部先端教育推進課現職教員研修係 廃棄

現職教育支
援課

研究協力 受託事業に関するもの 令和３年度社会の力活用事業関係文書
学務部現職教育支援課免許状更新講
習係

2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 学務部先端教育推進課現職教員研修係 廃棄

現職教育支
援課

社会連携
教員免許状更新講習に関する
もの

令和２年度免許状更新講習申請書
学務部大学院課現職教育支援室免許
状更新講習係

2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部先端教育推進課現職教員研修係 廃棄

現職教育支
援課

社会連携
教員免許状更新講習に関する
もの

令和３年度免許状更新講習申請書
学務部現職教育支援課免許状更新講
習係

2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 学務部先端教育推進課現職教員研修係 廃棄

現職教育支
援課

社会連携
学校図書館司書教諭講習に
関するもの

令和３年度学校図書館司書教諭講習申込書
学務部現職教育支援課現職教育支援
係

2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 学務部先端教育推進課現職教員研修係 廃棄

現職教育支
援課

社会連携
学校図書館司書教諭講習に
関するもの

令和３年度学校図書館司書教諭講習の決裁文書
学務部現職教育支援課現職教育支援
係

2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 学務部先端教育推進課現職教員研修係 廃棄

現職教育支
援課

社会連携
学校図書館司書教諭講習に
関するもの

令和３年度学校図書館司書教諭講習関係文書
学務部現職教育支援課現職教育支援
係

2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 学務部先端教育推進課現職教員研修係 廃棄

現職教育支
援課

社会連携 公開講座に関するもの 令和３年度公開講座（受講決定通知書・申込書・アンケート）
学務部現職教育支援課現職教育支援
係

2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室
財務・研究推進部研究・連携推進課連係
第二係

廃棄

現職教育支
援課

社会連携 公開講座に関するもの 令和３年度　旅費・謝金
学務部現職教育支援課現職教育支援
係

2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室
財務・研究推進部研究・連携推進課連係
第二係

廃棄

現職教育支
援課

社会連携 公開講座に関するもの
令和３年度公開講座②（アンケート結果　参加者名簿　健康観察
表）

学務部現職教育支援課現職教育支援
係

2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室
財務・研究推進部研究・連携推進課連係
第二係

廃棄

現職教育支
援課

社会連携
東京都教育委員会教育職員
免許法認定講習に関するもの

平成29年度東京都教育委員会教育職員免許法認定講習関係文
書

学務部教育企画課教育調査・現職教
育係

2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 学務部先端教育推進課現職教員研修係 廃棄

現職教育支
援課

社会連携
東京都教育委員会教育職員
免許法認定講習に関するもの

平成30年度東京都教育委員会教育職員免許法認定講習関係文
書

学務部教育企画課教育調査・現職教
育係

2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 学務部先端教育推進課現職教員研修係 廃棄

現職教育支
援課

社会連携
東京都教育委員会教育職員
免許法認定講習に関するもの

令和元年度東京都教育委員会教育職員免許法認定講習関係文
書

学務部教育企画課教育調査・現職教
育係

2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 学務部先端教育推進課現職教員研修係 廃棄

現職教育支
援課

社会連携
東京都教育委員会教育職員
免許法認定講習に関するもの

令和２年度東京都教育委員会教育職員免許法認定講習関係文書
学務部大学院課現職教育支援室現職
教育支援係

2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部先端教育推進課現職教員研修係 廃棄

現職教育支
援課

社会連携
東京都教育委員会教育職員
免許法認定講習に関するもの

令和３年度東京都教育委員会教育職員免許法認定講習関係文書
学務部現職教育支援課現職教育支援
係

2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 学務部先端教育推進課現職教員研修係 廃棄

現職教育支
援課

社会連携
東京都教職員研修センターと
の連携研修の関係で5年保存
が必要であるもの

令和３年度東京都教職員研修センターと東京学芸大学との連携
研修関係文書

学務部現職教育支援課現職教育支援
係

2021年度 2022年4月1日 10年 2031年度末 紙 事務室 学務部先端教育推進課現職教員研修係 廃棄

現職教育支
援課

会計 資産台帳 平成27年度資産台帳
学務部教育企画課免許状更新講習・
教育企画係

2015年度 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部先端教育推進課現職教員研修係 廃棄

現職教育支
援課

会計 資産台帳 平成30年度資産台帳
学務部教育企画課免許状更新講習・
教育企画係

2018年度 2019年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部先端教育推進課現職教員研修係 廃棄

現職教育支
援課

会計 資産台帳 令和元年度資産台帳
学務部教育企画課免許状更新講習・
教育企画係

2019年度 2020年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部先端教育推進課現職教員研修係 廃棄

現職教育支
援課

会計 資産台帳 令和２年度資産台帳
学務部大学院課現職教育支援室現職
教育支援係

2020年度 2021年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部先端教育推進課現職教員研修係 廃棄

現職教育支
援課

会計 資産台帳 令和３年度資産台帳
学務部現職教育支援課現職教育支援
係

2021年度 2022年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部先端教育推進課現職教員研修係 廃棄

現職教育支
援課

会計 旅行命令簿 令和３年度旅行命令綴
学務部現職教育支援課現職教育支援
係

2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 学務部先端教育推進課現職教員研修係 廃棄

現職教育支
援課

会計
振替伝票（財務会計支払関
係）綴

令和２年度就職氷河期世代を対象とした教職に関するリカレント教
育プログラム事業振替伝票等

学務部大学院課現職教育支援室免許
状更新講習係

2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部先端教育推進課現職教員研修係 廃棄

現職教育支
援課

会計
振替伝票（財務会計支払関
係）綴

令和３年度【学校教育における外部人材活用事業】就職氷河期世
代を対象とした教職に関するリカレント教育プログラムの開発・実
施振替伝票等

学務部現職教育支援課免許状更新講
習係

2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 学務部先端教育推進課現職教員研修係 廃棄

現職教育支
援課

教務
学校図書館司書教諭講習の
関係で無期限保存が必要であ
るもの

令和３年度学校図書館司書教諭講習の成績原簿・単位修得証明
書・修了者名簿・修了証書発行台帳

学務部現職教育支援課現職教育支援
係

2021年度 2022年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部先端教育推進課現職教員研修係 廃棄

総務課 管理・運営
創立記念式典に関するもので
重要なもの

開学10周年記念式典関係 総務部総務課総務係 1958年 1959年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部総務課総務係 廃棄

総務課 管理・運営
創立記念式典に関するもので
重要なもの

開学20周年記念式典関係 総務部総務課総務係 1972年 1973年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部総務課総務係 廃棄

総務課 管理・運営
創立記念式典に関するもので
重要なもの

式典関係（その他） 総務部総務課総務係 1980年度 1981年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部総務課総務係 廃棄

総務課 管理・運営 教授会の記録に関するもの 教授会議事要録（平成4年度） 総務部総務課総務係 1992 1993年4月1日 30年 2022年度末 紙 事務室 総務部総務課総務係 廃棄

総務課 運営・管理
代議員会の関係で30年保存
が必要であるもの

代議員会議事要録（平成04年度） 総務部総務課総務係 1992 1993年4月1日 30年 2022 紙 事務室 総務部総務課総務係 廃棄

総務課 人事 出勤簿（非常勤） 平成04年度非常勤出勤簿 総務部総務課総務係 1992 1993年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部総務課総務係 廃棄

総務課 運営・管理
代議員会の関係で30年保存
が必要であるもの

代議員会議事要録（平成05年度） 総務部総務課総務係 1993 1994年4月1日 30年 2023 紙 事務室 総務部総務課総務係 廃棄

総務課 管理・運営
創立記念式典に関するもので
重要なもの

創基120周年記念式典関係 総務部総務課総務係 1993 1994年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部総務課総務係 廃棄

総務課 人事 出勤簿（非常勤） 平成05年度非常勤出勤簿 総務部総務課総務係 1993 1994年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部総務課総務係 廃棄

総務課 運営・管理
代議員会の関係で30年保存
が必要であるもの

代議員会議事要録（平成06年度） 総務部総務課総務係 1994 1995年4月1日 30年 2024 紙 事務室 総務部総務課総務係 廃棄

総務課 人事 出勤簿（非常勤） 平成06年度非常勤出勤簿 総務部総務課総務係 1994 1995年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部総務課総務係 廃棄

総務課 運営・管理
代議員会の関係で30年保存
が必要であるもの

代議員会議事要録（平成07年度） 総務部総務課総務係 1995 1996年4月1日 30年 2025 紙 事務室 総務部総務課総務係 廃棄

総務課 人事 出勤簿（非常勤） 平成07年度非常勤出勤簿 総務部総務課総務係 1995 1996年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部総務課総務係 廃棄
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部局名 １）大分類 ２）中分類 ３）小分類（法人文書ファイル名） ４）作成・取得者
５）作成・取得年度
等
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    満了時期

９）媒体の種別 10）保存場所 11）管理担当課・係
12)保存期間満
了時の措置

備考

総務課 管理・運営 教授会の記録に関するもの 教授会議事要録（平成5～8年度） 総務部総務課総務係 1996 1997年4月1日 30年 2026 紙 事務室 総務部総務課総務係 廃棄

総務課 運営・管理
代議員会の関係で30年保存
が必要であるもの

代議員会議事要録（平成08年度） 総務部総務課総務係 1996 1997年4月1日 30年 2026 紙 事務室 総務部総務課総務係 廃棄

総務課 人事 出勤簿（非常勤） 平成08年度非常勤出勤簿 総務部総務課総務係 1996 1997年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部総務課総務係 廃棄

総務課 運営・管理 代議員会の関係で30年保存が必要であるもの代議員会議事要録（平成09年度） 総務部総務課総務係 1997 1998年4月1日 30年 2027 紙 事務室 総務部総務課総務係 廃棄

総務課 人事 出勤簿（非常勤） 平成09年度非常勤出勤簿 総務部総務課総務係 1997 1998年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部総務課総務係 廃棄

総務課 運営・管理
代議員会の関係で30年保存
が必要であるもの

代議員会議事要録（平成10年度） 総務部総務課総務係 1998 1999年4月1日 30年 2028 紙 事務室 総務部総務課総務係 廃棄

総務課 人事 出勤簿（非常勤） 平成10年度非常勤出勤簿 総務部総務課総務係 1998 1999年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部総務課総務係 廃棄

総務課 管理・運営
創立記念式典に関するもので
重要なもの

開学50周年記念式典関係 総務部総務課総務係 1999年度 2000年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部総務課総務係 廃棄

総務課 管理・運営 教授会の記録に関するもの 教授会議事要録（平成9～12年度） 総務部総務課総務係 2000年度 2000年4月1日 30年 2030年度末 紙 事務室 総務部総務課総務係 廃棄

総務課 運営・管理
代議員会の関係で30年保存
が必要であるもの

代議員会議事要録（平成11年度） 総務部総務課総務係 1999年度 2000年4月1日 30年 2029年度末 紙 事務室 総務部総務課総務係 廃棄

総務課 人事 出勤簿（非常勤） 平成11年度非常勤出勤簿 総務部総務課総務係 1999年度 2000年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部総務課総務係 廃棄

総務課 運営・管理
代議員会の関係で30年保存
が必要であるもの

代議員会議事要録（平成12年度） 総務部総務課総務係 2000年度 2001年4月1日 30年 2030年度末 紙 事務室 総務部総務課総務係 廃棄

総務課 人事 出勤簿（非常勤） 平成12年度非常勤出勤簿 総務部総務課総務係 2000年度 2001年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部総務課総務係 廃棄

総務課 運営・管理
運営諮問会議の関係で30年
保存が必要であるもの

運営諮問会議議事要録（平成12年度） 総務部総務課総務係 2000年度 2001年4月1日 30年 2030年度末 紙 事務室 総務部総務課総務係 廃棄

総務課 管理・運営 教授会の記録に関するもの 教授会議事要録（平成13～15年度） 総務部総務課総務係 2003年度 2002年4月1日 30年 2033年度末 紙 事務室 総務部総務課総務係 廃棄

総務課 運営・管理
代議員会の関係で30年保存
が必要であるもの

代議員会議事要録（平成13年度） 総務部総務課総務係 2001年度 2002年4月1日 30年 2031年度末 紙 事務室 総務部総務課総務係 廃棄

総務課 人事 出勤簿（非常勤） 平成13年度非常勤出勤簿 総務部総務課総務係 2001年度 2002年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部総務課総務係 廃棄

総務課 運営・管理
運営諮問会議の関係で30年
保存が必要であるもの

運営諮問会議議事要録（平成13年度） 総務部総務課総務係 2001年度 2002年4月1日 30年 2031年度末 紙 事務室 総務部総務課総務係 廃棄

総務課 運営・管理
代議員会の関係で30年保存
が必要であるもの

代議員会議事要録（平成14年度） 総務部総務課総務係 2002年度 2003年4月1日 30年 2032年度末 紙 事務室 総務部総務課総務係 廃棄

総務課 管理・運営 部局長会の記録に関するもの 部局長会綴(平成14年度） 総務部総務課総務係 2002年度 2003年4月1日 30年 2032年度末 紙 事務室 総務部総務課総務係 廃棄

総務課 人事 出勤簿（非常勤） 平成14年度非常勤出勤簿 総務部総務課総務係 2002年度 2003年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部総務課総務係 廃棄

総務課 運営・管理
運営諮問会議の関係で30年
保存が必要であるもの

運営諮問会議議事要録（平成14年度） 総務部総務課総務係 2002年度 2003年4月1日 30年 2032年度末 紙 事務室 総務部総務課総務係 廃棄

総務課 運営・管理
代議員会の関係で30年保存
が必要であるもの

代議員会議事要録（平成15年度） 総務部総務課総務係 2003年度 2004年4月1日 30年 2033年度末 紙 事務室 総務部総務課総務係 廃棄

総務課 管理・運営 部局長会の記録に関するもの 部局長会綴(平成15年度） 総務部総務課総務係 2003年 2004年4月1日 30年 2033 紙 事務室 総務部総務課総務係 廃棄

総務課 人事 出勤簿（非常勤） 平成15年度非常勤出勤簿 総務部総務課総務係 2003年 2004年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部総務課総務係 廃棄

総務課 運営・管理
運営諮問会議の関係で30年
保存が必要であるもの

運営諮問会議議事要録（平成15年度） 総務部総務課総務係 2003年度 2004年4月1日 30年 2033年度末 紙 事務室 総務部総務課総務係 廃棄

総務課 管理・運営
教育研究評議会の記録に関
するもの

教育研究評議会綴(平成16年度） 総務部総務課総務係 2004 2005年4月1日 30年 2034 紙 事務室 総務部総務課総務係 廃棄

総務課 管理・運営
経営協議会の記録に関するも
の

経営協議会綴(平成16年度） 総務部総務課総務係 2004 2005年4月1日 30年 2034 紙 事務室 総務部総務課総務係 廃棄

総務課 会計 資産台帳 資産台帳 総務部総務課総務係 2004 2005年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部総務課総務係 廃棄 随時更新

総務課 管理・運営 部局長会の記録に関するもの 部局長会綴(平成16年度） 総務部総務課総務係 2004 2005年4月1日 30年 2034 紙 事務室 総務部総務課総務係 廃棄

総務課 人事 出勤簿（非常勤） 平成16年度非常勤出勤簿 総務部総務課総務係 2004 2005年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部総務課総務係 廃棄

総務課 管理・運営 役員会の記録に関するもの 役員会綴(平成16年度） 総務部総務課総務係 2004 2005年4月1日 30年 2034 紙 事務室 総務部総務課総務係 廃棄

総務課 管理・運営
教育研究評議会の記録に関
するもの

教育研究評議会綴(平成17年度） 総務部総務課総務係 2005 2006年4月1日 30年 2035 紙 事務室 総務部総務課総務係 廃棄

総務課 管理・運営
経営協議会の記録に関するも
の

経営協議会綴(平成17年度） 総務部総務課総務係 2005 2006年4月1日 30年 2035 紙 事務室 総務部総務課総務係 廃棄

総務課 管理・運営 部局長会の記録に関するもの 部局長会綴(平成17年度） 総務部総務課総務係 2005 2006年4月1日 30年 2035 紙 事務室 総務部総務課総務係 廃棄

総務課 人事 出勤簿（非常勤） 平成17年度非常勤出勤簿 総務部総務課総務係 2005 2006年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部総務課総務係 廃棄

総務課 管理・運営 役員会の記録に関するもの 役員会綴(平成17年度） 総務部総務課総務係 2005 2006年4月1日 30年 2035 紙 事務室 総務部総務課総務係 廃棄

総務課 管理・運営
教育研究評議会の記録に関
するもの

教育研究評議会綴(平成18年度） 総務部総務課総務係 2006 2007年4月1日 30年 2036 紙 事務室 総務部総務課総務係 廃棄

総務課 管理・運営
経営協議会の記録に関するも
の

経営協議会綴(平成18年度） 総務部総務課総務係 2006 2007年4月1日 30年 2036 紙 事務室 総務部総務課総務係 廃棄

総務課 管理・運営 部局長会の記録に関するもの 部局長会綴(平成18年度） 総務部総務課総務係 2006 2007年4月1日 30年 2036 紙 事務室 総務部総務課総務係 廃棄

総務課 人事 出勤簿（非常勤） 平成18年度非常勤出勤簿 総務部総務課総務係 2006 2007年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部総務課総務係 廃棄

総務課 管理・運営 役員会の記録に関するもの 役員会綴(平成18年度） 総務部総務課総務係 2006 2007年4月1日 30年 2036 紙 事務室 総務部総務課総務係 廃棄

総務課 管理・運営
教育研究評議会の記録に関
するもの

教育研究評議会綴(平成19年度） 総務部総務課総務係 2007 2008年4月1日 30年 2037 紙 事務室 総務部総務課総務係 廃棄

総務課 管理・運営
経営協議会の記録に関するも
の

経営協議会綴(平成19年度） 総務部総務課総務係 2007 2008年4月1日 30年 2037 紙 事務室 総務部総務課総務係 廃棄

総務課 管理・運営 部局長会の記録に関するもの 部局長会綴(平成19年度） 総務部総務課総務係 2007 2008年4月1日 30年 2037 紙 事務室 総務部総務課総務係 廃棄

総務課 人事 出勤簿（非常勤） 平成19年度非常勤出勤簿 総務部総務課総務係 2007 2008年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部総務課総務係 廃棄

総務課 管理・運営 役員会の記録に関するもの 役員会綴(平成19年度） 総務部総務課総務係 2007 2008年4月1日 30年 2037 紙 事務室 総務部総務課総務係 廃棄

総務課 管理・運営
教育研究評議会の記録に関
するもの

教育研究評議会綴(平成20年度） 総務部総務課総務係 2008 2009年4月1日 30年 2038 紙 事務室 総務部総務課総務係 廃棄

総務課 管理・運営
経営協議会の記録に関するも
の

経営協議会綴(平成20年度） 総務部総務課総務係 2008 2009年4月1日 30年 2038 紙 事務室 総務部総務課総務係 廃棄

総務課 管理・運営 部局長会の記録に関するもの 部局長会綴(平成20年度） 総務部総務課総務係 2008 2009年4月1日 30年 2038 紙 事務室 総務部総務課総務係 廃棄

総務課 人事 出勤簿（非常勤） 平成20年度非常勤出勤簿 総務部総務課総務係 2008 2009年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部総務課総務係 廃棄

総務課 管理・運営 役員会の記録に関するもの 役員会綴(平成20年度） 総務部総務課総務係 2008 2009年4月1日 30年 2038 紙 事務室 総務部総務課総務係 廃棄

総務課 管理・運営
創立記念式典に関するもので
重要なもの

開学60周年記念式典関係 総務部総務課総務係 2009 2010年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部総務課総務係 廃棄

総務課 管理・運営
教育研究評議会の記録に関
するもの

教育研究評議会綴(平成21年度） 総務部総務課総務係 2009 2010年4月1日 30年 2039 紙 事務室 総務部総務課総務係 廃棄

総務課 管理・運営
経営協議会の記録に関するも
の

経営協議会綴(平成21年度） 総務部総務課総務係 2009 2010年4月1日 30年 2039 紙 事務室 総務部総務課総務係 廃棄

総務課 管理・運営 部局長会の記録に関するもの 部局長会綴(平成21年度） 総務部総務課総務係 2009 2010年4月1日 30年 2039 紙 事務室 総務部総務課総務係 廃棄

総務課 管理・運営 役員会の記録に関するもの 役員会綴(平成21年度） 総務部総務課総務係 2009 2010年4月1日 30年 2039 紙 事務室 総務部総務課総務係 廃棄

総務課 人事 勤務時間記録簿(非常勤） 勤務時間記録簿（非常勤）（平成21年度） 総務部総務課総務係 2009 2010年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部総務課総務係 廃棄

総務課 管理・運営
教育研究評議会の記録に関
するもの

教育研究評議会綴(平成22年度） 総務部総務課総務係 2010 2011年4月1日 30年 2040年度末 紙 事務室 総務部総務課総務係 廃棄

総務課 管理・運営
経営協議会の記録に関するも
の

経営協議会綴(平成22年度） 総務部総務課総務係 2010年度 2011年4月1日 30年 2040年度末 紙 事務室 総務部総務課総務係 廃棄

総務課 管理・運営 部局長会の記録に関するもの 部局長会綴(平成22年度） 総務部総務課総務係 2010年度 2011年4月1日 30年 2040年度末 紙 事務室 総務部総務課総務係 廃棄
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部局名 １）大分類 ２）中分類 ３）小分類（法人文書ファイル名） ４）作成・取得者
５）作成・取得年度
等

６）起算日 ７）保存期間
８）保存期間
    満了時期

９）媒体の種別 10）保存場所 11）管理担当課・係
12)保存期間満
了時の措置

備考

総務課 管理・運営 役員会の記録に関するもの 役員会綴(平成22年度） 総務部総務課総務係 2010年度 2011年4月1日 30年 2040年度末 紙 事務室 総務部総務課総務係 廃棄

総務課 人事 勤務時間記録簿(非常勤） 勤務時間記録簿（非常勤）（平成22年度） 総務部総務課総務係 2010年度 2011年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部総務課総務係 廃棄

総務課 管理・運営
教育研究評議会の記録に関
するもの

教育研究評議会綴(平成23年度） 総務部総務課総務係 2011年度 2012年4月1日 30年 2041年度末 紙 事務室 総務部総務課総務係 廃棄

総務課 管理・運営
経営協議会の記録に関するも
の

経営協議会綴(平成23年度） 総務部総務課総務係 2011年度 2012年4月1日 30年 2041年度末 紙 事務室 総務部総務課総務係 廃棄

総務課 管理・運営
東日本大震災の関係で30年
保存が必要であるもの

東日本大震災関係通知 総務部総務課総務係 2011年度 2012年4月1日 30年 2041年度末 紙 事務室 総務部総務課総務係 廃棄

総務課 管理・運営 部局長会の記録に関するもの 部局長会綴(平成23年度） 総務部総務課総務係 2011年度 2012年4月1日 30年 2041年度末 紙 事務室 総務部総務課総務係 廃棄

総務課 管理・運営 役員会の記録に関するもの 役員会綴(平成23年度） 総務部総務課総務係 2011年度 2012年4月1日 30年 2041年度末 紙 事務室 総務部総務課総務係 廃棄

総務課 人事 勤務時間記録簿(非常勤） 勤務時間記録簿（非常勤）（平成23年度） 総務部総務課総務係 2011年度 2012年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部総務課総務係 廃棄

総務課 管理・運営
教育研究評議会の記録に関
するもの

教育研究評議会綴(平成24年度） 総務部総務課総務係 2012年度 2013年4月1日 30年 2042年度末 紙 事務室 総務部総務課総務係 廃棄

総務課 管理・運営
経営協議会の記録に関するも
の

経営協議会綴(平成24年度） 総務部総務課総務係 2012年度 2013年4月1日 30年 2042年度末 紙 事務室 総務部総務課総務係 廃棄

総務課 管理・運営
事務協議会の関係で10年保
存が必要であるもの

事務協議会綴（平成24年度） 総務部総務課総務係 2012年度 2013年4月1日 10年 2022年度末 紙 事務室 総務部総務課総務係 廃棄

総務課 管理・運営
入学式，卒業式，学位記授与
式に関するもの

入学式・卒業式関係綴(平成24年度） 総務部総務課総務係 2012年度 2013年4月1日 10年 2022年度末 紙 事務室 総務部総務課総務係 廃棄

総務課 管理・運営 部局長会の記録に関するもの 部局長会綴(平成24年度） 総務部総務課総務係 2012年度 2013年4月1日 30年 2042年度末 紙 事務室 総務部総務課総務係 廃棄

総務課 管理・運営 役員会の記録に関するもの 役員会綴(平成24年度） 総務部総務課総務係 2012年度 2013年4月1日 30年 2042年度末 紙 事務室 総務部総務課総務係 廃棄

総務課 人事 勤務時間記録簿(非常勤） 勤務時間記録簿（非常勤）（平成24年度） 総務部総務課総務係 2012年度 2013年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部総務課総務係 廃棄

総務課 管理・運営
教育研究評議会の記録に関
するもの

教育研究評議会綴(平成25年度） 総務部総務課総務係 2013年度 2014年4月1日 30年 2043年度末 紙 事務室 総務部総務課総務係 廃棄

総務課 管理・運営
経営協議会の記録に関するも
の

経営協議会綴(平成25年度） 総務部総務課総務係 2013年 2014年4月1日 30年 2043 紙 事務室 総務部総務課総務係 廃棄

総務課 管理・運営
事務協議会の関係で10年保
存が必要であるもの

事務協議会綴（平成25年度） 総務部総務課総務係 2013年 2014年4月1日 10年 2023 紙 事務室 総務部総務課総務係 廃棄

総務課 管理・運営
入学式，卒業式，学位記授与
式に関するもの

入学式・卒業式関係綴(平成25年度） 総務部総務課総務係 2013年 2014年4月1日 10年 2023 紙 事務室 総務部総務課総務係 廃棄

総務課 管理・運営 部局長会の記録に関するもの 部局長会綴(平成25年度） 総務部総務課総務係 2013年度 2014年4月1日 30年 2043年度末 紙 事務室 総務部総務課総務係 廃棄

総務課 管理・運営 役員会の記録に関するもの 役員会綴(平成25年度） 総務部総務課総務係 2013年度 2014年4月1日 30年 2043年度末 紙 事務室 総務部総務課総務係 廃棄

総務課 人事 勤務時間記録簿(非常勤） 勤務時間記録簿（非常勤）（平成25年度） 総務部総務課総務係 2013年度 2014年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部総務課総務係 廃棄

総務課 管理・運営
教育研究評議会の記録に関
するもの

教育研究評議会綴(平成26年度） 総務部総務課総務係 2014 2015年4月1日 30 2044 紙 事務室 総務部総務課総務係 廃棄

総務課 管理・運営
経営協議会の記録に関するも
の

経営協議会綴(平成26年度） 総務部総務課総務係 2014 2015年4月1日 30 2044 紙 事務室 総務部総務課総務係 廃棄

総務課 管理・運営
事務協議会の関係で10年保
存が必要であるもの

事務協議会綴（平成26年度） 総務部総務課総務係 2014 2015年4月1日 10 2024 紙 事務室 総務部総務課総務係 廃棄

総務課 管理・運営
入学式，卒業式，学位記授与
式に関するもの

入学式・卒業式関係綴(平成26年度） 総務部総務課総務係 2014 2015年4月1日 10 2024 紙 事務室 総務部総務課総務係 廃棄

総務課 管理・運営 部局長会の記録に関するもの 部局長会綴(平成26年度） 総務部総務課総務係 2014 2015年4月1日 30年 2044 紙 事務室 総務部総務課総務係 廃棄

総務課 管理・運営 役員会の記録に関するもの 役員会綴(平成26年度） 総務部総務課総務係 2014 2015年4月1日 30年 2044 紙 事務室 総務部総務課総務係 廃棄

総務課 人事 勤務時間記録簿(非常勤） 勤務時間記録簿（非常勤）（平成26年度） 総務部総務課総務係 2014 2015年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部総務課総務係 廃棄

総務課 管理・運営
教育研究評議会の記録に関
するもの

教育研究評議会綴(平成27年度） 総務部総務課総務係 2015 2016年4月1日 30 2045年度末 紙 事務室 総務部総務課総務係 廃棄

総務課 管理・運営
経営協議会の記録に関するも
の

経営協議会綴(平成27年度） 総務部総務課総務係 2015 2016年4月1日 30 2045 紙 事務室 総務部総務課総務係 廃棄

総務課 管理・運営
事務協議会の関係で10年保
存が必要であるもの

事務協議会綴（平成27年度） 総務部総務課総務係 2015 2016年4月1日 10 2025 紙 事務室 総務部総務課総務係 廃棄

総務課 管理・運営
入学式，卒業式，学位記授与
式に関するもの

入学式・卒業式関係綴(平成27年度） 総務部総務課総務係 2015 2016年4月1日 10 2025 紙 事務室 総務部総務課総務係 廃棄

総務課 管理・運営 部局長会の記録に関するもの 部局長会綴(平成27年度） 総務部総務課総務係 2015 2016年4月1日 30年 2045 紙 事務室 総務部総務課総務係 廃棄

総務課 管理・運営 役員会の記録に関するもの 役員会綴(平成27年度） 総務部総務課総務係 2015 2016年4月1日 30年 2045 紙 事務室 総務部総務課総務係 廃棄

総務課 人事 勤務時間記録簿(非常勤） 勤務時間記録簿（非常勤）（平成27年度） 総務部総務課総務係 2015 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部総務課総務係 廃棄

総務課 管理・運営 例規集 東京学芸大学例規集 総務部総務課 1983年度 1984年4月1日 無期限 紙 倉庫 総務部総務課法規係 廃棄

総務課 管理・運営 例規集 東京学芸大学例規集（ホームページ版） 総務部総務課 1983年度 2000年4月1日 無期限 電子 共有サーバ 総務部総務課法規係 廃棄 随時更新

総務課 管理・運営 職員名簿（保存用） 昭和56年度東京学芸大学職員録 庶務部庶務課 1981年度 1982年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部総務課法規係 廃棄

総務課 管理・運営 職員名簿（保存用） 昭和57年度東京学芸大学職員録 庶務部庶務課 1982年度 1983年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部総務課法規係 廃棄

総務課 管理・運営 職員名簿（保存用） 昭和58年度東京学芸大学職員録 庶務部庶務課 1983年度 1984年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部総務課法規係 廃棄

総務課 管理・運営 職員名簿（保存用） 昭和59年度東京学芸大学職員録 庶務部庶務課 1984年度 1985年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部総務課法規係 廃棄

総務課 管理・運営 職員名簿（保存用） 昭和60年度東京学芸大学職員録 庶務部庶務課 1985年度 1986年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部総務課法規係 廃棄

総務課 管理・運営 職員名簿（保存用） 昭和61年度東京学芸大学職員録 庶務部庶務課 1986年度 1987年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部総務課法規係 廃棄

総務課 管理・運営 職員名簿（保存用） 昭和62年度東京学芸大学職員録 庶務部庶務課 1987年度 1988年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部総務課法規係 廃棄

総務課 管理・運営 職員名簿（保存用） 昭和63年度東京学芸大学職員録 庶務部庶務課 1988年度 1989年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部総務課法規係 廃棄

総務課 管理・運営 職員名簿（保存用） 平成01年度東京学芸大学職員録 庶務部庶務課 1989年度 1990年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部総務課法規係 廃棄

総務課 管理・運営 職員名簿（保存用） 平成02年度東京学芸大学職員録 庶務部庶務課 1990年度 1991年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部総務課法規係 廃棄

総務課 管理・運営 職員名簿（保存用） 平成03年度東京学芸大学職員録 庶務部庶務課 1991年度 1992年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部総務課法規係 廃棄

総務課 管理・運営
公印の制定，廃止及び改刻に
関するもの

公印作成・改刻・廃止承認申請書，公印簿（平成4年度） 庶務部庶務課 1992年度 1993年4月1日 30年 2022年度末 紙 事務室 総務部総務課法規係 廃棄

総務課 管理・運営
本学の規程等の制定改廃に
関するもの

平成4年　例規制定文綴 庶務部庶務課 1992年 1993年1月1日 30年 2022年末 紙 倉庫 総務部総務課法規係 廃棄

総務課 管理・運営 職員名簿（保存用） 平成04年度東京学芸大学職員録 庶務部庶務課 1992年度 1993年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部総務課法規係 廃棄

総務課 管理・運営
公印の制定，廃止及び改刻に
関するもの

公印作成・改刻・廃止承認申請書，公印簿（平成5年度） 庶務部庶務課 1993年度 1994年4月1日 30年 2023年度末 紙 事務室 総務部総務課法規係 廃棄

総務課 管理・運営
本学の規程等の制定改廃に
関するもの

平成5年　例規制定文綴 庶務部庶務課 1993年 1994年1月1日 30年 2023年末 紙 倉庫 総務部総務課法規係 廃棄

総務課 管理・運営 職員名簿（保存用） 平成05年度東京学芸大学職員録 庶務部庶務課 1993年度 1994年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部総務課法規係 廃棄

総務課 管理・運営
公印の制定，廃止及び改刻に
関するもの

公印作成・改刻・廃止承認申請書，公印簿（平成6年度） 庶務部庶務課 1994年度 1995年4月1日 30年 2024年度末 紙 事務室 総務部総務課法規係 廃棄

総務課 管理・運営
本学の規程等の制定改廃に
関するもの

平成6年　例規制定文綴 庶務部庶務課 1994年 1995年1月1日 30年 2024年末 紙 倉庫 総務部総務課法規係 廃棄

総務課 管理・運営 職員名簿（保存用） 平成06年度東京学芸大学職員録 庶務部庶務課 1994年度 1995年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部総務課法規係 廃棄

総務課 管理・運営
公印の制定，廃止及び改刻に
関するもの

公印作成・改刻・廃止承認申請書，公印簿（平成7年度） 庶務部庶務課 1995年度 1996年4月1日 30年 2025年度末 紙 事務室 総務部総務課法規係 廃棄

総務課 管理・運営
本学の規程等の制定改廃に
関するもの

平成7年　例規制定文綴 庶務部庶務課 1995年 1996年1月1日 30年 2025年末 紙 倉庫 総務部総務課法規係 廃棄

総務課 管理・運営 職員名簿（保存用） 平成07年度東京学芸大学職員録 庶務部庶務課 1995年度 1996年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部総務課法規係 廃棄
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法人文書ファイル管理簿データ（全学）

部局名 １）大分類 ２）中分類 ３）小分類（法人文書ファイル名） ４）作成・取得者
５）作成・取得年度
等

６）起算日 ７）保存期間
８）保存期間
    満了時期

９）媒体の種別 10）保存場所 11）管理担当課・係
12)保存期間満
了時の措置

備考

総務課 管理・運営
公印の制定，廃止及び改刻に
関するもの

公印作成・改刻・廃止承認申請書，公印簿（平成8年度） 庶務部庶務課 1996年度 1997年4月1日 30年 2026年度末 紙 事務室 総務部総務課法規係 廃棄

総務課 管理・運営
本学の規程等の制定改廃に
関するもの

平成8年　例規制定文綴 庶務部庶務課 1996年 1997年1月1日 30年 2026年末 紙 倉庫 総務部総務課法規係 廃棄

総務課 管理・運営 職員名簿（保存用） 平成08年度東京学芸大学職員録 庶務部庶務課 1996年度 1997年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部総務課法規係 廃棄

総務課 管理・運営
公印の制定，廃止及び改刻に
関するもの

公印作成・改刻・廃止承認申請書，公印簿（平成9年度） 庶務部庶務課 1997年度 1998年4月1日 30年 2027年度末 紙 事務室 総務部総務課法規係 廃棄

総務課 管理・運営
本学の規程等の制定改廃に
関するもの

平成9年　例規制定文綴 庶務部庶務課 1997年 1998年1月1日 30年 2027年末 紙 倉庫 総務部総務課法規係 廃棄

総務課 管理・運営 職員名簿（保存用） 平成09年度東京学芸大学職員録 庶務部庶務課 1997年度 1998年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部総務課法規係 廃棄

総務課 管理・運営
公印の制定，廃止及び改刻に
関するもの

公印作成・改刻・廃止承認申請書，公印簿（平成10年度） 総務部総務課 1998年度 1999年4月1日 30年 2028年度末 紙 事務室 総務部総務課法規係 廃棄

総務課 管理・運営 訴訟に関するもの 平成10年度　訴訟関係綴① 総務部総務課 1998年 1999年1月1日 30年 2028年末 紙 事務室 総務部総務課法規係 廃棄

総務課 管理・運営 訴訟に関するもの 平成10年度　訴訟関係綴② 総務部総務課 1998年 1999年1月1日 30年 2028年末 紙 事務室 総務部総務課法規係 廃棄

総務課 管理・運営 訴訟に関するもの 平成10年度　訴訟関係綴③ 総務部総務課 1998年 1999年1月1日 30年 2028年末 紙 事務室 総務部総務課法規係 廃棄

総務課 管理・運営
本学の規程等の制定改廃に
関するもの

平成10年　例規制定文綴 庶務部庶務課 1998年 1999年1月1日 30年 2028年末 紙 倉庫 総務部総務課法規係 廃棄

総務課 管理・運営 職員名簿（保存用） 平成10年度東京学芸大学職員録 庶務部庶務課 1998年度 1999年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部総務課法規係 廃棄

総務課 管理・運営
本学の規程等の制定改廃に
関するもの

平成11年　例規制定文綴 総務部総務課 1999年 2000年1月1日 30年 2029年末 紙 倉庫 総務部総務課法規係 廃棄

総務課 管理・運営 職員名簿（保存用） 平成11年度東京学芸大学職員録 総務部総務課 1999年度 2000年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部総務課法規係 廃棄

総務課 管理・運営 例規集 東京学芸大学例規集（MS　Word版） 総務部総務課 1999年度 2000年4月1日 無期限 電子 共有サーバ 総務部総務課法規係 廃棄 随時更新

総務課 管理・運営
公印の制定，廃止及び改刻に
関するもの

公印作成・改刻・廃止承認申請書，公印簿（平成12年度） 総務部総務課 2000年度 2001年4月1日 30年 2030年度末 紙 事務室 総務部総務課法規係 廃棄

総務課 管理・運営
本学の規程等の制定改廃に
関するもの

平成12年　例規制定文綴 総務部総務課 2000年 2001年1月1日 30年 2030年末 紙 事務室 総務部総務課法規係 廃棄

総務課 管理・運営 職員名簿（保存用） 平成12年度東京学芸大学職員録 総務部総務課文書係 2000年度 2001年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部総務課法規係 廃棄

総務課 管理・運営 例規集 例規の制定改廃（MS　Word版制定文） 総務部総務課 2000年度 2001年4月1日 無期限 電子 共有サーバ 総務部総務課法規係 廃棄 随時更新

総務課 管理・運営
本学の規程等の制定改廃に
関するもの

平成13年例規制定文綴 総務部総務課 2001年 2002年1月1日 30年 2031年末 紙 倉庫 総務部総務課法規係 廃棄

総務課 管理・運営 職員名簿（保存用） 平成13年度東京学芸大学職員録 総務部総務課文書係 2001年度 2002年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部総務課法規係 廃棄

総務課 管理・運営
公印の制定，廃止及び改刻に
関するもの

公印作成・改刻・廃止承認申請書，公印簿（平成14年度） 総務部総務課 2002年度 2003年4月1日 30年 2032年度末 紙 事務室 総務部総務課法規係 廃棄

総務課 管理・運営
本学の規程等の制定改廃に
関するもの

平成14年例規制定文綴 総務部総務課法規係 2002年 2003年1月1日 30年 2032年末 紙 倉庫 総務部総務課法規係 廃棄

総務課 管理・運営 訴訟に関するもの 平成14年度　訴訟関係綴 総務部総務課法規係 2002年度 2003年4月1日 30年 2032 紙 事務室 総務部総務課法規係 廃棄

総務課 管理・運営 職員名簿（保存用） 平成14年度職員録 総務部総務課文書係 2002年度 2003年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部総務課法規係 廃棄

総務課 管理・運営
公印の制定，廃止及び改刻に
関するもの

公印作成・改刻・廃止承認申請書，公印簿（平成15年度） 総務部総務課 2003年度 2004年4月1日 30年 2033年度末 紙 事務室 総務部総務課法規係 廃棄

総務課 管理・運営
本学の規程等の制定改廃に
関するもの

平成15年　例規制定文綴 総務部総務課法規係 2003年 2004年1月1日 30年 2033年末 紙 倉庫 総務部総務課法規係 廃棄

総務課 管理・運営 職員名簿（保存用） 平成15年度職員録 総務部総務課文書係 2003年度 2004年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部総務課法規係 廃棄

総務課 管理・運営
公印の制定，廃止及び改刻に
関するもの

公印作成・改刻・廃止承認申請書，公印簿（平成16年度） 総務部総務課 2004年度 2005年4月1日 30年 2034年度末 紙 事務室 総務部総務課法規係 廃棄

総務課 管理・運営
本学の規程等の制定改廃に
関するもの

平成16年　例規制定文綴 総務部総務課法規係 2004年 2005年1月1日 30年 2034年末 紙 倉庫 総務部総務課法規係 廃棄

総務課 管理・運営 法人文書ファイル管理簿 平成16年度法人文書ファイル管理簿 総務部総務課文書係 2004年度 2005年4月1日 30年 2034年度末 電子 共有サーバ 総務部総務課法規係 廃棄

総務課 管理・運営 職員名簿（保存用） 平成16年度職員録 総務部総務課文書係 2004年度 2005年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部総務課法規係 廃棄

総務課 管理・運営 登記に関するもの 法人登記 総務部総務課法規係 2004年度 2005年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部総務課法規係 廃棄

総務課 管理・運営
公印の制定，廃止及び改刻に
関するもの

公印作成・改刻・廃止承認申請書，公印簿（平成17年度） 総務部総務課 2005年度 2006年4月1日 30年 2035年度末 紙 事務室 総務部総務課法規係 廃棄

総務課 管理・運営
本学の規程等の制定改廃に
関するもの

平成17年　例規制定文綴 総務部総務課法規係 2005年 2006年1月1日 30年 2035年末 紙 倉庫 総務部総務課法規係 廃棄

総務課 管理・運営 訴訟に関するもの 平成17年度　訴訟関係綴 総務部総務課法規・文書係 2005年度 2006年4月1日 30年 2035年度末 紙 事務室 総務部総務課法規係 廃棄

総務課 管理・運営 法人文書ファイル管理簿 平成17年度法人文書ファイル管理簿 総務部総務課法規・文書係 2005年度 2006年4月1日 30年 2035年度末 電子 共有サーバ 総務部総務課法規係 廃棄

総務課 管理・運営 職員名簿（保存用） 平成17年度職員名簿 総務部総務課法規・文書係 2005年度 2006年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部総務課法規係 廃棄

総務課 管理・運営
公印の制定，廃止及び改刻に
関するもの

公印作成・改刻・廃止承認申請書，公印簿（平成18年度） 総務部総務課 2006年度 2007年4月1日 30年 2036年度末 紙 事務室 総務部総務課法規係 廃棄

総務課 管理・運営
本学の規程等の制定改廃に
関するもの

平成18年例規制定文綴 総務部総務課法規・文書係 2006年 2007年1月1日 30年 2036年末 紙 倉庫 総務部総務課法規係 廃棄

総務課 管理・運営 法人文書ファイル管理簿 平成18年度法人文書ファイル管理簿 総務部総務課法規・文書係 2006年度 2007年4月1日 30年 2036年度末 電子 共有サーバ 総務部総務課法規係 廃棄

総務課 管理・運営
公印の制定，廃止及び改刻に
関するもの

公印作成・改刻・廃止承認申請書，公印簿（平成19年度） 総務部総務課 2007年度 2008年4月1日 30年 2037年度末 紙 事務室 総務部総務課法規係 廃棄

総務課 管理・運営
本学の規程等の制定改廃に
関するもの

平成19年例規制定文綴 総務部総務課法規・文書係 2007年 2008年1月1日 30年 2037年末 紙 倉庫 総務部総務課法規係 廃棄

総務課 管理・運営 職員名簿（保存用） 平成19年度職員名簿 総務部総務課法規・文書係 2007年度 2008年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部総務課法規係 廃棄

総務課 管理・運営
公印の制定，廃止及び改刻に
関するもの

公印作成・改刻・廃止承認申請書，公印簿（平成20年度） 総務部総務課 2008年度 2009年4月1日 30年 2038年度末 紙 事務室 総務部総務課法規係 廃棄

総務課 管理・運営 職員名簿（保存用） 平成20年度職員名簿 総務部総務課法規・文書係 2008年度 2009年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部総務課法規係 廃棄

総務課 管理・運営
本学の規程等の制定改廃に
関するもの

平成20年例規制定文綴 総務部総務課法規・文書係 2008年 2009年1月1日 30年 2038年末 紙 倉庫 総務部総務課法規係 廃棄

総務課 管理・運営
公印の制定，廃止及び改刻に
関するもの

公印作成・改刻・廃止承認申請書，公印簿（平成21年度） 総務部総務課 2009年度 2010年4月1日 30年 2039年度末 紙 事務室 総務部総務課法規係 廃棄

総務課 管理・運営 訴訟に関するもの 平成21年度　訴訟関係綴 総務部総務課法規係 2008年度 2009年4月1日 30年 2038年度末 紙 事務室 総務部総務課法規係 廃棄

総務課 管理・運営 職員名簿（保存用） 平成21年度職員名簿 総務部総務課法規係 2009年度 2010年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部総務課法規係 廃棄

総務課 管理・運営
本学の規程等の制定改廃に
関するもの

平成21年例規制定文綴 総務部総務課法規・文書係 2009年 2010年1月1日 30年 2039年末 紙 倉庫 総務部総務課法規係 廃棄

総務課 管理・運営
基金会議資料の関係で、30年
保存が必要であるもの

基金会議資料（平成21年度） 総務部総務課基金事務室 2009年度 2010年4月1日 30年 2039年度末 紙 事務室 総務部総務課広報・基金室 廃棄

総務課 管理・運営
公印の制定，廃止及び改刻に
関するもの

公印作成・改刻・廃止承認申請書，公印簿（平成22年度） 総務部総務課 2010年度 2011年4月1日 30年 2040年度末 紙 事務室 総務部総務課法規係 廃棄

総務課 管理・運営 職員名簿（保存用） 平成22年度職員名簿 総務部総務課法規係 2010年度 2011年1月1日 無期限 紙 事務室 総務部総務課法規係 廃棄

総務課 管理・運営
本学の規程等の制定改廃に
関するもの

平成22年例規制定文綴 総務部総務課法規係 2010年 2011年1月1日 30年 2040年末 紙 倉庫 総務部総務課法規係 廃棄

総務課 管理・運営 訴訟に関するもの 平成22年度　訴訟関係綴　①② 総務部総務課法規係 2010年度 2011年4月1日 30年 2041 紙 事務室 総務部総務課法規係 廃棄

総務課 管理・運営
基金会議資料の関係で、30年
保存が必要であるもの

基金会議資料（平成22年度） 総務部総務課基金事務室 2010年度 2011年4月1日 30年 2040 紙 事務室 総務部総務課広報・基金室 廃棄

総務課 管理・運営
公印の制定，廃止及び改刻に
関するもの

公印作成・改刻・廃止承認申請書，公印簿（平成23年度） 総務部総務課 2011年度 2012年4月1日 30年 2041年度末 紙 事務室 総務部総務課法規係 廃棄

総務課 管理・運営 法人文書ファイル管理簿 平成23年度法人文書ファイル管理簿 総務部総務課法規係 2011年度 2012年4月1日 30年 2041 電子 共有サーバ 総務部総務課法規係 廃棄

総務課 管理・運営 職員名簿（保存用） 平成23年度職員名簿 総務部総務課法規係 2011年度 2012年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部総務課法規係 廃棄

総務課 管理・運営
本学の規程等の制定改廃に
関するもの

平成23年例規制定文綴 総務部総務課法規係 2011年 2012年1月1日 30年 2041年末 紙 倉庫 総務部総務課法規係 廃棄
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法人文書ファイル管理簿データ（全学）

部局名 １）大分類 ２）中分類 ３）小分類（法人文書ファイル名） ４）作成・取得者
５）作成・取得年度
等

６）起算日 ７）保存期間
８）保存期間
    満了時期

９）媒体の種別 10）保存場所 11）管理担当課・係
12)保存期間満
了時の措置

備考

総務課 管理・運営
基金会議資料の関係で、30年
保存が必要であるもの

基金会議資料（平成23年度） 総務部総務課基金事務室 2011年度 2012年4月1日 30年 2041 紙 事務室 総務部総務課広報・基金室 廃棄

総務課 管理・運営
公印の制定，廃止及び改刻に
関するもの

公印作成・改刻・廃止承認申請書，公印簿（平成24年度） 総務部総務課 2012年度 2013年4月1日 30年 2042年度末 紙 事務室 総務部総務課法規係 廃棄

総務課 管理・運営 法人文書ファイル管理簿 平成24年度法人文書ファイル管理簿 総務部総務課法規係 2012年度 2013年4月1日 30年 2042 電子 共有サーバ 総務部総務課法規係 廃棄

総務課 管理・運営
危機管理会議に関するもので
重要なもの

危機管理（平成24年度） 総務部総務課法規係 2012年度 2013年4月1日 10年 2022 紙 事務室 総務部総務課法規係 廃棄

総務課 管理・運営
顧問弁護士の相談に関するも
の

顧問弁護士（平成24年度） 総務部総務課法規係 2012年度 2013年4月1日 10年 2022 紙 事務室 総務部総務課法規係 廃棄

総務課 管理・運営
制度・人事に関する専門委員
会に関するもので重要なもの

第５期１制度・人事に関する専門委員会 総務部総務課法規係 2012年度 2013年4月1日 10年 2022 紙 事務室 総務部総務課法規係 廃棄

総務課 管理・運営 職員名簿（保存用） 平成24年度職員名簿 総務部総務課法規係 2012年度 2013年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部総務課法規係 廃棄

総務課 管理・運営
本学の規程等の制定改廃に
関するもの

平成24年例規制定文綴 総務部総務課法規係 2012年 2013年1月1日 30年 2042年末 紙 倉庫 総務部総務課法規係 廃棄

総務課 管理・運営
基金会議資料の関係で、30年
保存が必要であるもの

基金会議資料（平成24年度） 総務部総務課基金事務室 2012年度 2013年4月1日 30年 2042 紙 事務室 総務部総務課広報・基金室 廃棄

総務課 管理・運営
公印の制定，廃止及び改刻に
関するもの

公印作成・改刻・廃止承認申請書，公印簿（平成25年度） 総務部総務課 2013年度 2014年4月1日 30年 2043年度末 紙 事務室 総務部総務課法規係 廃棄

総務課 管理・運営
各市町村との災害時における
協定書

各市町村との災害時における協定書 総務部総務課法規係 2013年度 2014年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部総務課法規係 廃棄

総務課 管理・運営 法人文書ファイル管理簿 平成25年度法人文書ファイル管理簿 総務部総務課法規係 2013年度 2014年4月1日 30年 2043年度末 電子 共有サーバ 総務部総務課法規係 廃棄

総務課 管理・運営
危機管理会議に関するもので
重要なもの

危機管理（平成25年度） 総務部総務課法規係 2013年度 2014年4月1日 10年 2023 紙 事務室 総務部総務課法規係 廃棄

総務課 管理・運営
顧問弁護士の相談に関するも
の

顧問弁護士（平成25年度） 総務部総務課法規係 2013年度 2014年4月1日 10年 2023 紙 事務室 総務部総務課法規係 廃棄

総務課 管理・運営
制度・人事に関する専門委員
会に関するもので重要なもの

第５期２制度・人事に関する専門委員会 総務部総務課法規係 2013年度 2014年4月1日 10年 2023 紙 事務室 総務部総務課法規係 廃棄

総務課 管理・運営 職員名簿（保存用） 平成25年度職員名簿 総務部総務課法規係 2013年度 2014年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部総務課法規係 廃棄

総務課 管理・運営
本学の規程等の制定改廃に
関するもの

平成25年例規制定文綴 総務部総務課法規係 2013年 2014年1月1日 30年 2043年末 紙 倉庫 総務部総務課法規係 廃棄

総務課 管理・運営
基金会議資料の関係で、30年
保存が必要であるもの

基金会議資料（平成25年度） 総務部総務課基金事務室 2013年度 2014年4月1日 30年 2043 紙 事務室 総務部総務課広報・基金室 廃棄

総務課 管理・運営
公印の制定，廃止及び改刻に
関するもの

公印作成・改刻・廃止承認申請書，公印簿（平成26年度） 総務部総務課 2014年度 2015年4月1日 30年 2044年度末 紙 事務室 総務部総務課法規係 廃棄

総務課 管理・運営
本学の規程等の制定改廃に
関するもの

平成26年例規制定文綴 総務部総務課法規係 2014年 2015年1月1日 30年 2044年末 紙 事務室 総務部総務課法規係 廃棄

総務課 管理・運営 法人文書ファイル管理簿 平成26年度法人文書ファイル管理簿 総務部総務課法規係 2014年度 2015年4月1日 30年 2044年度末 電子 共有サーバ 総務部総務課法規係 廃棄

総務課 管理・運営
危機管理会議に関するもので
重要なもの

危機管理委員会（平成26年度） 総務部総務課法規係 2014年度 2015年4月1日 10年 2024年度末 紙 事務室 総務部総務課法規係 廃棄

総務課 管理・運営
顧問弁護士の相談に関するも
の

顧問弁護士（平成26年度） 総務部総務課法規係 2014年度 2015年4月1日 10年 2024年度末 紙 事務室 総務部総務課法規係 廃棄

総務課 管理・運営
制度・人事に関する専門委員
会に関するもので重要なもの

第６期１制度・人事に関する専門委員会 総務部総務課法規係 2014年度 2015年4月1日 10年 2024年度末 紙 事務室 総務部総務課法規係 廃棄

総務課 管理・運営 職員名簿（保存用） 平成26年度職員名簿 総務部総務課法規係 2014年度 2015年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部総務課法規係 廃棄

総務課 管理・運営
制度・人事に関する専門委員
会に関するもので重要なもの

第６期１制度・人事に関する専門委員会 総務部総務課法規係 2014年度 2015年4月1日 10年 2024年度末 紙 事務室 総務部総務課法規係 廃棄

総務課 管理・運営
ガバナンス改革検討委員会に
関するもので重要なもの

ガバナンス改革検討委員会（平成26年度） 総務部総務課法規係 2014年度 2015年4月1日 10年 2024年度末 紙 事務室 総務部総務課法規係 廃棄

総務課 管理・運営
基金会議資料の関係で、30年
保存が必要であるもの

基金会議資料（平成26年度） 総務部総務課基金事務室 2014年度 2015年4月1日 30年 2044年度末 紙 事務室 総務部総務課広報・基金室 廃棄

総務課 管理・運営
本学の規程等の制定改廃に
関するもの

平成27年例規制定文綴 総務部総務課法規係 2015年 2016年1月1日 30年 2045年末 紙 事務室 総務部総務課法規係 廃棄

総務課 管理・運営
公印の制定，廃止及び改刻に
関するもの

公印作成・改刻・廃止承認申請書，公印簿（平成27年度） 総務部総務課 2015年度 2016年4月1日 30年 2045年度末 紙 事務室 総務部総務課法規係 廃棄

総務課 管理・運営 法人文書ファイル管理簿 平成27年度法人文書ファイル管理簿 総務部総務課法規係 2015年度 2016年4月1日 30年 2045年度末 電子 共有サーバ 総務部総務課法規係 廃棄

総務課 管理・運営 職員名簿（保存用） 平成27年度職員名簿 総務部総務課法規係 2015年度 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部総務課法規係 廃棄

総務課 管理・運営
顧問弁護士の相談に関するも
の

顧問弁護士（平成27年度） 総務部総務課法規係 2015年度 2016年4月1日 10年 2025年度末 紙 事務室 総務部総務課法規係 廃棄

総務課 管理・運営
危機管理会議に関するもので
重要なもの

危機管理委員会（平成27年度） 総務部総務課法規係 2015年度 2016年4月1日 10年 2025年度末 紙 事務室 総務部総務課法規係 廃棄

総務課 管理・運営
内部統制委員会に関するもの
で重要なもの

内部統制委員会（平成27年度） 総務部総務課法規係 2015年度 2016年4月1日 10年 2025年度末 紙 事務室 総務部総務課法規係 廃棄

総務課 管理・運営
基金会議資料の関係で、30年
保存が必要であるもの

基金会議資料（平成27年度） 総務部総務課基金事務室 2015年度 2016年4月1日 30年 2045 紙 事務室 総務部総務課広報・基金室 廃棄

総務課 管理・運営
教育研究評議会の記録に関
するもの

教育研究評議会綴(平成28年度） 総務部総務課総務係 1905年7月8日 2017年4月1日 30 2046年度末 紙 事務室 総務部総務課総務係 廃棄

総務課 管理・運営
経営協議会の記録に関するも
の

経営協議会綴(平成28年度） 総務部総務課総務係 1905年7月8日 2017年4月1日 30 2046年度末 紙 事務室 総務部総務課総務係 廃棄

総務課 管理・運営
事務協議会の関係で10年保
存が必要であるもの

事務協議会綴（平成28年度） 総務部総務課総務係 1905年7月8日 2017年4月1日 10 2026 紙 事務室 総務部総務課総務係 廃棄

総務課 管理・運営
入学式，卒業式，学位記授与
式に関するもの

入学式・卒業式関係綴(平成28年度） 総務部総務課総務係 1905年7月8日 2017年4月1日 10 2026 紙 事務室 総務部総務課総務係 廃棄

総務課 管理・運営 部局長会の記録に関するもの 部局長会綴(平成28年度） 総務部総務課総務係 1905年7月8日 2017年4月1日 30年 2046年度末 紙 事務室 総務部総務課総務係 廃棄

総務課 管理・運営 役員会の記録に関するもの 役員会綴(平成28年度） 総務部総務課総務係 1905年7月8日 2017年4月1日 30年 2046年度末 紙 事務室 総務部総務課総務係 廃棄

総務課 人事 勤務時間記録簿(非常勤） 勤務時間記録簿（非常勤）（平成28年度） 総務部総務課総務係 1905年7月8日 2017年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部総務課総務係 廃棄

総務課 管理・運営
公印の制定，廃止及び改刻に
関するもの

公印作成・改刻・廃止承認申請書，公印簿（平成28年度） 総務部総務課 2016年度 2017年4月1日 30年 2046年度末 紙 事務室 総務部総務課法規係 廃棄

総務課 管理・運営
本学の規程等の制定改廃に
関するもの

平成28年例規制定文綴 総務部総務課法規係 2016年 2017年1月1日 30年 2046年末 紙 事務室 総務部総務課法規係 廃棄

総務課 管理・運営 法人文書ファイル管理簿 平成28年度法人文書ファイル管理簿 総務部総務課法規係 2016年度 2017年4月1日 30年 2046年度末 電子 共有サーバ 総務部総務課法規係 廃棄

総務課 管理・運営 職員名簿（保存用） 平成28年度職員名簿 総務部総務課法規係 2016年度 2017年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部総務課法規係 廃棄

総務課 管理・運営
顧問弁護士の相談に関するも
の

顧問弁護士（平成28年度） 総務部総務課法規係 2016年度 2017年4月1日 10年 2026年度末 紙 事務室 総務部総務課法規係 廃棄

総務課 管理・運営
制度・人事に関する専門委員
会に関するもので重要なもの

第７期　制度・人事に関する専門委員会 総務部総務課法規係 2016年度 2017年4月1日 10年 2026年度末 紙 事務室 総務部総務課法規係 廃棄

総務課 管理・運営
危機管理会議に関するもので
重要なもの

危機管理委員会（平成28年度） 総務部総務課法規係 2016年度 2017年4月1日 10年 2026年度末 紙 事務室 総務部総務課法規係 廃棄

総務課 管理・運営 防犯カメラに関するもの 防犯カメラ（平成27年度） 総務部総務課法規係 2015年度 2016年4月1日 10年 2025年度末 紙 事務室 総務部総務課法規係 廃棄

総務課 管理・運営
基金会議資料の関係で、30年
保存が必要であるもの

基金会議資料（平成28年度） 総務部総務課基金事務室 2016年度 2017年4月1日 30年 2046 紙 事務室 総務部総務課広報・基金室 廃棄

総務課 管理・運営
教育研究評議会の記録に関
するもの

教育研究評議会綴(平成29年度） 総務部総務課総務係 1905年7月9日 2018年4月1日 30 2047年度末 紙 事務室 総務部総務課総務係 廃棄

総務課 人事 勤務時間記録簿 勤務時間記録簿（平成29年度） 総務部総務課総務係 1905年7月9日 2018年4月1日 5 2022年度末 紙 事務室 総務部総務課総務係 廃棄

総務課 管理・運営
経営協議会の記録に関するも
の

経営協議会綴(平成29年度） 総務部総務課総務係 1905年7月9日 2018年4月1日 30 2047年度末 紙 事務室 総務部総務課総務係 廃棄

総務課 人事 用務外出綴 公務外出綴（平成29年度） 総務部総務課総務係 1905年7月9日 2018年4月1日 5 2022 紙 事務室 総務部総務課総務係 廃棄

総務課 管理・運営
こがねい会の関係で5年保存
が必要であるもの

こがねい会（平成29年度） 総務部総務課総務係 1905年7月9日 2018年4月1日 5 2022 紙 事務室 総務部総務課総務係 廃棄

総務課 管理・運営
事務協議会の関係で10年保
存が必要であるもの

事務協議会綴（平成29年度） 総務部総務課総務係 1905年7月9日 2018年4月1日 10 2027 紙 事務室 総務部総務課総務係 廃棄

総務課 会計
謝金の関係で5年保存が必要
であるもの

謝金（平成29年度） 総務部総務課総務係 1905年7月9日 2018年4月1日 5 2022 紙 事務室 総務部総務課総務係 廃棄

総務課 管理・運営
入学式，卒業式，学位記授与
式に関するもの

入学式・卒業式関係綴(平成29年度） 総務部総務課総務係 1905年7月9日 2018年4月1日 10 2027 紙 事務室 総務部総務課総務係 廃棄

総務課 管理・運営 部局長会の記録に関するもの 部局長会綴(平成29年度） 総務部総務課総務係 1905年7月9日 2018年4月1日 30年 2047年度末 紙 事務室 総務部総務課総務係 廃棄
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法人文書ファイル管理簿データ（全学）

部局名 １）大分類 ２）中分類 ３）小分類（法人文書ファイル名） ４）作成・取得者
５）作成・取得年度
等

６）起算日 ７）保存期間
８）保存期間
    満了時期

９）媒体の種別 10）保存場所 11）管理担当課・係
12)保存期間満
了時の措置

備考

総務課 会計 物品購入依頼書 物品請求書原符綴（平成29年度） 総務部総務課総務係 1905年7月9日 2018年4月1日 5 2022年度末 紙 事務室 総務部総務課総務係 廃棄

総務課 管理・運営
名教会の関係で5年保存が必
要であるもの

名教会（平成29年度） 総務部総務課総務係 1905年7月9日 2018年4月1日 5 2022 紙 事務室 総務部総務課総務係 廃棄

総務課 管理・運営 役員会の記録に関するもの 役員会綴(平成29年度） 総務部総務課総務係 1905年7月9日 2018年4月1日 30年 2047年度末 紙 事務室 総務部総務課総務係 廃棄

総務課 会計 予算に関するもの 予算関係（平成29年度） 総務部総務課総務係 1905年7月9日 2018年4月1日 5年 2022 紙 事務室 総務部総務課総務係 廃棄

総務課 人事 旅行命令伺綴 旅行命令伺綴（平成29年度） 総務部総務課総務係 1905年7月9日 2018年4月1日 5 2022 紙 事務室 総務部総務課総務係 廃棄

総務課 人事 勤務時間記録簿(非常勤） 勤務時間記録簿（非常勤）（平成29年度） 総務部総務課総務係 1905年7月9日 2018年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部総務課総務係 廃棄

総務課 管理・運営
学外会議の関係で5年保存が
必要であるもの

学外会議関係綴（平成29年度） 総務部総務課総務係 2017年度 2018年4月1日 5 2022 紙 事務室 総務部総務課総務係 廃棄

総務課 管理・運営
防災訓練の関係で5年保存が
必要であるもの

防災訓練（平成29年度） 総務部総務課総務係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 総務部総務課総務係 廃棄

総務課 管理・運営
慶弔の関係で5年保存が必要
であるもの

慶弔関係（平成29年度） 総務部総務課総務係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 総務部総務課総務係 廃棄

総務課 管理・運営
地球温暖化対策会議に関する
もの

地球温暖化対策会議（平成29年度） 総務部総務課総務係 1905年7月9日 2018年4月1日 5 2022 紙 事務室 総務部総務課総務係 廃棄

総務課 管理・運営
本学の規程等の制定改廃に
関するもの

平成29年例規制定文綴 総務部総務課法規係 2017年 2018年1月1日 30年 2047年末 紙 事務室 総務部総務課法規係 廃棄

総務課 管理・運営 法人文書ファイル管理簿 平成29年度法人文書ファイル管理簿 総務部総務課法規係 2017年度 2018年4月1日 30年 2047年度末 電子 共有サーバ 総務部総務課法規係 廃棄

総務課 管理・運営 公文書に関するもの 公文書等の管理（平成29年度） 総務部総務課法規係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 総務部総務課法規係 廃棄

総務課 管理・運営
共催及び後援名義に関するも
の

平成29年度共催及び後援名義等 総務部総務課法規係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 総務部総務課法規係 廃棄

総務課 管理・運営 職員名簿（保存用） 平成29年度職員名簿 総務部総務課法規係 2017年度 2018年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部総務課法規係 廃棄

総務課 管理・運営 AEDに関するもの AED管理（平成29年） 総務部総務課法規係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 総務部総務課法規係 廃棄

総務課 管理・運営 電報に関するもの 電報原議書（平成29年度） 総務部総務課法規係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 総務部総務課法規係 廃棄

総務課 管理・運営 文部科学省からの通達 平成29年度法令等通達 (1/2 , 2/2) 総務部総務課法規係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 倉庫 総務部総務課法規係 廃棄

総務課 管理・運営 公印使用簿 公印使用簿（平成29年度） 総務部総務課法規係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 総務部総務課法規係 廃棄

総務課 管理・運営 文書件名簿 平成29年度文書件名簿 総務部総務課法規係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 電子 共有サーバ 総務部総務課法規係 廃棄

総務課 管理・運営
危機管理会議に関するもので
重要なもの

危機管理委員会（平成29年度） 総務部総務課法規係 2017年度 2018年4月1日 10年 2027年度末 紙 事務室 総務部総務課法規係 廃棄

総務課 管理・運営 防犯カメラに関するもの 防犯カメラ（平成29年度） 総務部総務課法規係 2017年度 2018年4月1日 10年 2027年度末 紙 事務室 総務部総務課法規係 廃棄

総務課 管理・運営 事務組織再編等に関するもの
事務組織等再編検討会（平成29年度）/事務業務改善・効率化WG
（平成30年度）

総務部総務課法規係 2017年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 総務部総務課法規係 廃棄

総務課 管理・運営 学長の選挙に関するもの 平成7年度学長選挙関係 総務部人事課任用係 1995年度 1996年4月1日 30年 2025年度末 紙 倉庫 総務部総務課法規係 廃棄

総務課 管理・運営 学長の選挙に関するもの 平成10年度学長選挙関係 総務部人事課任用係 1998年度 1999年4月1日 30年 2028年度末 紙 倉庫 総務部総務課法規係 廃棄

総務課 管理・運営 学長の選挙に関するもの 平成14年度学長選挙関係 総務部人事課任用係 2002年度 2003年4月1日 30年 2032年度末 紙 倉庫 総務部総務課法規係 廃棄

総務課 管理・運営 学長の選挙に関するもの 平成15年度学長選挙関係 総務部人事課任用係 2003年度 2004年4月1日 30年 2033年度末 紙 倉庫 総務部総務課法規係 廃棄

総務課 管理・運営 学長の選挙に関するもの 平成16年度学長選挙関係 総務部人事課人事係 2004年度 2005年4月1日 30年 2034年度末 紙 倉庫 総務部総務課法規係 廃棄

総務課 管理・運営 学長の選挙に関するもの 平成18年度学長選考会議 総務部人事課人事係 2006年度 2007年4月1日 30年 2036年度末 紙 倉庫 総務部総務課法規係 廃棄

総務課 管理・運営 学長の選挙に関するもの 平成19年度学長選考会議 総務部人事課人事係 2007年度 2008年4月1日 30年 2037年度末 紙 倉庫 総務部総務課法規係 廃棄

総務課 管理・運営 学長の選挙に関するもの 平成20年度学長選考会議 総務部人事課人事係 2008年度 2009年4月1日 30年 2038年度末 紙 倉庫 総務部総務課法規係 廃棄

総務課 管理・運営 学長の選挙に関するもの 平成21年度学長選考会議 総務部人事課人事係 2009年度 2010年4月1日 30年 2039年度末 紙 倉庫 総務部総務課法規係 廃棄

総務課 管理・運営 学長の選挙に関するもの 平成22年度学長選考会議 総務部人事課人事係 2010年度 2011年4月1日 30年 2040年度末 紙 倉庫 総務部総務課法規係 廃棄

総務課 管理・運営 学長の選挙に関するもの 平成23年度学長選考会議 総務部人事課人事係 2011年度 2012年4月1日 30年 2041年度末 紙 倉庫 総務部総務課法規係 廃棄

総務課 管理・運営 学長の選挙に関するもの 平成24年度学長選考会議 総務部人事課人事係 2012年度 2013年4月1日 30年 2042年度末 紙 倉庫 総務部総務課法規係 廃棄

総務課 管理・運営 学長の選挙に関するもの 平成25年度学長選考会議 総務部人事課人事係 2013年度 2014年4月1日 30年 2043年度末 紙 事務室 総務部総務課法規係 廃棄

総務課 管理・運営 学長の選挙に関するもの 平成26年度学長選考会議 総務部人事課人事係 2014年度 2015年4月1日 30年 2044年度末 紙 事務室 総務部総務課法規係 廃棄

総務課 管理・運営 学長の選挙に関するもの 平成27年度学長選考会議 総務部人事課人事係 2015年度 2016年4月1日 30年 2045年度末 紙 事務室 総務部総務課法規係 廃棄

総務課 管理・運営 学長の選挙に関するもの 平成28年度学長選考会議 総務部人事課人事係 2016年度 2017年4月1日 30年 2046年度末 紙 事務室 総務部総務課法規係 廃棄

総務課 管理・運営 学長の選挙に関するもの 平成29年度学長選考会議 総務部人事課人事係 201７年度 2018年4月1日 30年 2047年度末 紙 事務室 総務部総務課法規係 廃棄

総務課 管理・運営
顧問弁護士の相談に関するも
の

顧問弁護士（平成29年度） 総務部総務課法規係 2017年度 2018年4月1日 10年 2027年度末 紙 事務室 総務部総務課法規係 廃棄

総務課 管理・運営
基金会議資料の関係で、30年
保存が必要であるもの

基金会議資料（平成29年度） 総務部総務課基金事務室 2017年度 2018年4月1日 30年 2047 紙 事務室 総務部総務課広報・基金室 廃棄

総務課 管理・運営
教育研究評議会の記録に関
するもの

教育研究評議会綴(平成30年度） 総務部総務課総務係 1905年7月10日 2019年4月1日 30 2048年度末 紙 事務室 総務部総務課総務係 廃棄

総務課 人事 勤務時間記録簿 勤務時間記録簿（平成30年度） 総務部総務課総務係 1905年7月10日 2019年4月1日 5 2023年度末 紙 事務室 総務部総務課総務係 廃棄

総務課 管理・運営
経営協議会の記録に関するも
の

経営協議会綴(平成30年度） 総務部総務課総務係 1905年7月10日 2019年4月1日 30 2048年度末 紙 事務室 総務部総務課総務係 廃棄

総務課 人事 用務外出綴 公務外出綴（平成30年度） 総務部総務課総務係 1905年7月10日 2018年4月1日 5 2023 紙 事務室 総務部総務課総務係 廃棄

総務課 管理・運営
こがねい会の関係で5年保存
が必要であるもの

こがねい会（平成30年度） 総務部総務課総務係 1905年7月10日 2019年4月1日 5 2023 紙 事務室 総務部総務課総務係 廃棄

総務課 管理・運営
事務協議会の関係で10年保
存が必要であるもの

事務協議会綴（平成30年度） 総務部総務課総務係 1905年7月10日 2019年4月1日 10 2028 紙 事務室 総務部総務課総務係 廃棄

総務課 会計
謝金の関係で5年保存が必要
であるもの

謝金（平成30年度） 総務部総務課総務係 1905年7月10日 2019年4月1日 5 2023 紙 事務室 総務部総務課総務係 廃棄

総務課 管理・運営
入学式，卒業式，学位記授与
式に関するもの

入学式・卒業式関係綴(平成30年度） 総務部総務課総務係 1905年7月10日 2019年4月1日 10 2028 紙 事務室 総務部総務課総務係 廃棄

総務課 管理・運営 部局長会の記録に関するもの 部局長会綴(平成30年度） 総務部総務課総務係 1905年7月10日 2019年4月1日 30年 2048年度末 紙 事務室 総務部総務課総務係 廃棄

総務課 会計 物品購入依頼書 物品請求書原符綴（平成30年度） 総務部総務課総務係 1905年7月10日 2019年4月1日 5 2023年度末 紙 事務室 総務部総務課総務係 廃棄

総務課 管理・運営
名教会の関係で5年保存が必
要であるもの

名教会（平成30年度） 総務部総務課総務係 1905年7月10日 2019年4月1日 5 2023 紙 事務室 総務部総務課総務係 廃棄

総務課 管理・運営 役員会の記録に関するもの 役員会綴(平成30年度） 総務部総務課総務係 1905年7月10日 2019年4月1日 30年 2048年度末 紙 事務室 総務部総務課総務係 廃棄

総務課 会計 予算に関するもの 予算関係（平成30年度） 総務部総務課総務係 1905年7月10日 2019年4月1日 5年 2023 紙 事務室 総務部総務課総務係 廃棄

総務課 人事 旅行命令伺綴 旅行命令伺綴（平成30年度） 総務部総務課総務係 1905年7月10日 2019年4月1日 5 2023 紙 事務室 総務部総務課総務係 廃棄

総務課 人事 勤務時間記録簿(非常勤） 勤務時間記録簿（非常勤）（平成30年度） 総務部総務課総務係 1905年7月10日 2019年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部総務課総務係 廃棄

総務課 管理・運営
学外会議の関係で5年保存が
必要であるもの

学外会議関係綴（平成30年度） 総務部総務課総務係 2018年度 2019年4月1日 5 2023 紙 事務室 総務部総務課総務係 廃棄

総務課 管理・運営
防災訓練の関係で5年保存が
必要であるもの

防災訓練（平成30年度） 総務部総務課総務係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 総務部総務課総務係 廃棄

総務課 管理・運営
慶弔の関係で5年保存が必要
であるもの

慶弔関係（平成30年度） 総務部総務課総務係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 総務部総務課総務係 廃棄

総務課 管理・運営
地球温暖化対策会議に関する
もの

地球温暖化対策会議（平成30年度） 総務部総務課総務係 2018年度 2019年4月1日 5 2023 紙 事務室 総務部総務課総務係 廃棄
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法人文書ファイル管理簿データ（全学）

部局名 １）大分類 ２）中分類 ３）小分類（法人文書ファイル名） ４）作成・取得者
５）作成・取得年度
等

６）起算日 ７）保存期間
８）保存期間
    満了時期

９）媒体の種別 10）保存場所 11）管理担当課・係
12)保存期間満
了時の措置

備考

総務課 管理・運営
本学の規程等の制定改廃に
関するもの

平成30年例規制定文綴 総務部総務課法規係 2018年 2019年1月1日 30年 2048年末 紙 事務室 総務部総務課法規係 廃棄

総務課 管理・運営 法人文書ファイル管理簿 平成30年度法人文書ファイル管理簿 総務部総務課法規係 2018年度 2019年4月1日 30年 2048年度末 電子 共有サーバ 総務部総務課法規係 廃棄

総務課 管理・運営 公文書に関するもの 公文書等の管理（平成30年度） 総務部総務課法規係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 総務部総務課法規係 廃棄

総務課 管理・運営
共催及び後援名義に関するも
の

平成30年度共催及び後援名義等 総務部総務課法規係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 総務部総務課法規係 廃棄

総務課 管理・運営 職員名簿（保存用） 平成30年度職員名簿 総務部総務課法規係 2018年度 2019年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部総務課法規係 廃棄

総務課 管理・運営 AEDに関するもの AED管理（平成30年） 総務部総務課法規係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 総務部総務課法規係 廃棄

総務課 管理・運営 電報に関するもの 電報原議書（平成30年度） 総務部総務課法規係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 総務部総務課法規係 廃棄

総務課 管理・運営 文部科学省からの通達 平成30年度法令等通達 総務部総務課法規係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 倉庫 総務部総務課法規係 廃棄

総務課 管理・運営 公印使用簿 公印使用簿（平成30年度） 総務部総務課法規係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 総務部総務課法規係 廃棄

総務課 管理・運営 文書件名簿 平成30年度文書件名簿 総務部総務課法規係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 電子 共有サーバ 総務部総務課法規係 廃棄

総務課 管理・運営
危機管理会議に関するもので
重要なもの

危機管理委員会（平成30年度） 総務部総務課法規係 2018年度 2019年4月1日 10年 2028年度末 紙 事務室 総務部総務課法規係 廃棄

総務課 管理・運営 防犯カメラに関するもの 防犯カメラ（平成30年度） 総務部総務課法規係 2018年度 2019年4月1日 10年 2028年度末 紙 事務室 総務部総務課法規係 廃棄

総務課 管理・運営
顧問弁護士の相談に関するも
の

顧問弁護士（平成30年度） 総務部総務課法規係 2018年度 2019年4月1日 10年 2028年度末 紙 事務室 総務部総務課法規係 廃棄

総務課 管理・運営 学長の選挙に関するもの 平成30年度学長選考会議 総務部総務課法規係 2018年度 2019年4月1日 30年 2048年度末 紙 事務室 総務部総務課法規係 廃棄

総務課 管理・運営 無人航空機に関するもの 無人航空機（ドローン）の飛行計画（平成27年度） 総務部総務課法規係 2015年度 2016年4月1日 10年 2025年度末 紙 事務室 総務部総務課法規係 廃棄

総務課 管理・運営 無人航空機に関するもの 無人航空機（ドローン）の飛行計画（平成28年度） 総務部総務課法規係 2016年度 2017年4月1日 10年 2026年度末 紙 事務室 総務部総務課法規係 廃棄

総務課 管理・運営
基金会議資料の関係で、30年
保存が必要であるもの

基金会議資料（平成30年度） 総務部総務課基金事務室 2018年度 2019年4月1日 30年 2048 紙 事務室 総務部総務課広報・基金室 廃棄

総務課 管理・運営 他機関からの通知文書 令和元年度日本教育大学協会綴 総務部総務課調整係 2019年度 2020年4月1日 3年 2022 紙 事務室 総務部総務課調整係 廃棄

総務課 管理・運営 他機関からの通知文書 令和元年度国立大学協会綴 総務部総務課調整係 2019年度 2020年4月1日 3年 2022 紙 事務室 総務部総務課調整係 廃棄

総務課 管理・運営
基金会議資料の関係で、30年
保存が必要であるもの

基金会議資料（令和元年度） 総務部総務課基金事務室 2019年度 2020年4月1日 30年 2049 紙 事務室 総務部総務課広報・基金室 廃棄

総務課 管理・運営
本学の規程等の制定改廃に
関するもの

令和元年例規制定文綴 総務部総務課法規係 2019年 2020年1月1日 30年 2049年末 紙 事務室 総務部総務課法規係 廃棄

総務課 管理・運営 法人文書ファイル管理簿 令和元年度法人文書ファイル管理簿 総務部総務課法規係 2019年度 2020年4月1日 30年 2049年度末 電子 共有サーバ 総務部総務課法規係 廃棄

総務課 管理・運営 公文書に関するもの 公文書等の管理（令和元年度） 総務部総務課法規係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 総務部総務課法規係 廃棄

総務課 管理・運営
共催及び後援名義に関するも
の

令和元年度共催及び後援名義等 総務部総務課法規係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 総務部総務課法規係 廃棄

総務課 管理・運営 職員名簿（保存用） 令和元年度職員名簿 総務部総務課法規係 2019年度 2020年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部総務課法規係 廃棄

総務課 管理・運営 AEDに関するもの AED管理（令和元年） 総務部総務課法規係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 総務部総務課法規係 廃棄

総務課 管理・運営 電報に関するもの 電報原議書（令和元年度） 総務部総務課法規係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 総務部総務課法規係 廃棄

総務課 管理・運営 文部科学省からの通達 法令等通達（令和元年度） 総務部総務課法規係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 総務部総務課法規係 廃棄

総務課 管理・運営 公印使用簿 公印使用簿（令和元年度） 総務部総務課法規係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 総務部総務課法規係 廃棄

総務課 管理・運営 文書件名簿 令和元年度文書件名簿 総務部総務課法規係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 電子 共有サーバ 総務部総務課法規係 廃棄

総務課 管理・運営 郵便物に関するもの マイナンバー収受簿（令和元年度） 総務部総務課法規係 2019年度 2020年4月1日 3年 2022年度末 紙 事務室 総務部総務課法規係 廃棄

総務課 管理・運営
危機管理会議に関するもので
重要なもの

危機管理委員会（令和元年度） 総務部総務課法規係 2019年度 2020年4月1日 10年 2029年度末 紙 事務室 総務部総務課法規係 廃棄

総務課 管理・運営 防犯カメラに関するもの 防犯カメラ（令和元年度） 総務部総務課法規係 2019年度 2020年4月1日 10年 2029年度末 紙 事務室 総務部総務課法規係 廃棄

総務課 管理・運営
顧問弁護士の相談に関するも
の

顧問弁護士（令和元年度） 総務部総務課法規係 2019年度 2020年4月1日 10年 2029年度末 紙 事務室 総務部総務課法規係 廃棄

総務課 管理・運営 郵便物に関するもの 郵便物発送依頼票（令和元年度） 総務部総務課法規係 2019年度 2020年4月1日 3年 2022年度末 紙 倉庫 総務部総務課法規係 廃棄

総務課 管理・運営 郵便物に関するもの 入学願書書留収受簿（令和元年度） 総務部総務課法規係 2019年度 2020年4月1日 3年 2022年度末 紙 事務室 総務部総務課法規係 廃棄

総務課 管理・運営 郵便物に関するもの 書留郵便物収受簿（令和元年度） 総務部総務課法規係 2019年度 2020年4月1日 3年 2022年度末 紙 倉庫 総務部総務課法規係 廃棄

総務課 管理・運営 郵便物に関するもの 書留郵便物受領証（令和元年度） 総務部総務課法規係 2019年度 2020年4月1日 3年 2022年度末 紙 倉庫 総務部総務課法規係 廃棄

総務課 管理・運営 郵便物に関するもの 郵便事故証紙報告書（令和元年度） 総務部総務課法規係 2019年度 2020年4月1日 3年 2022年度末 紙 倉庫 総務部総務課法規係 廃棄

総務課 管理・運営 郵便物に関するもの 令和元年度郵券等請求伝票 総務部総務課法規係 2019年度 2020年4月1日 3年 2022年度末 紙 倉庫 総務部総務課法規係 廃棄

総務課 管理・運営 郵便物に関するもの 郵便料金計器計示額報告書（令和元年度） 総務部総務課法規係 2019年度 2020年4月1日 3年 2022年度末 紙 倉庫 総務部総務課法規係 廃棄

総務課 管理・運営 郵便物に関するもの 郵券等受払簿（令和元年度） 総務部総務課法規係 2019年度 2020年4月1日 3年 2022年度末 紙 事務室 総務部総務課法規係 廃棄

総務課 管理・運営 郵便物に関するもの 郵便関連文書（令和元年度） 総務部総務課法規係 2019年度 2020年4月1日 3年 2022年度末 紙 事務室 総務部総務課法規係 廃棄

総務課 管理・運営 郵便物に関するもの ハスラー表示金額計算書（令和元年度） 総務部総務課法規係 2019年度 2020年4月1日 3年 2022年度末 紙 倉庫 総務部総務課法規係 廃棄

総務課 管理・運営 郵便物に関するもの 幼稚園教員資格認定試験出願書類書留収受簿（令和元年度） 総務部総務課法規係 2019年度 2020年4月1日 3年 2022年度末 紙 事務室 総務部総務課法規係 廃棄

総務課 管理・運営 郵便物に関するもの 小学校教員資格認定試験出願書類書留収受簿（令和元年度） 総務部総務課法規係 2019年度 2020年4月1日 3年 2022年度末 紙 事務室 総務部総務課法規係 廃棄

総務課 管理・運営 郵便物に関するもの 司書教諭講習申込書書留収受簿（令和元年度） 総務部総務課法規係 2019年度 2020年4月1日 3年 2022年度末 紙 事務室 総務部総務課法規係 廃棄

総務課 管理・運営 郵便物に関するもの 教育実習関係書類書留収受簿（令和元年度） 総務部総務課法規係 2019年度 2020年4月1日 3年 2022年度末 紙 事務室 総務部総務課法規係 廃棄

総務課 管理・運営 職員名簿の作成に関するもの 職員名簿作成（令和元年度） 総務部総務課法規係 2019年度 2020年4月1日 3年 2022年度末 紙 事務室 総務部総務課法規係 廃棄

総務課 管理・運営 学長の選挙に関するもの 学長選考関係（令和元年度） 総務部総務課法規係 2019年度 2020年4月1日 30年 2049年度末 紙 事務室 総務部総務課法規係 廃棄

総務課 管理・運営
公印の制定，廃止及び改刻に
関するもの

公印作成・改刻・廃止承認申請書，公印簿（令和元年度） 総務部総務課法規係 2019年度 2020年4月1日 30年 2049年度末 紙 事務室 総務部総務課法規係 廃棄

総務課 管理・運営
教育研究評議会の記録に関
するもの

教育研究評議会綴(平成31年度） 総務部総務課総務係 2019年度 2020年4月1日 30年 2049年度末 紙 事務室 総務部総務課総務係 廃棄

総務課 人事 勤務時間記録簿 勤務時間記録簿（平成31年度） 総務部総務課総務係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 総務部総務課総務係 廃棄

総務課 管理・運営
経営協議会の記録に関するも
の

経営協議会綴(平成31年度） 総務部総務課総務係 2019年度 2020年4月1日 30 2049年度末 紙 事務室 総務部総務課総務係 廃棄

総務課 人事 用務外出綴 公務外出綴（平成31年度） 総務部総務課総務係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 総務部総務課総務係 廃棄

総務課 管理・運営
事務協議会の関係で10年保
存が必要であるもの

事務協議会綴（平成31年度） 総務部総務課総務係 2019年度 2020年4月1日 10年 2029年度末 紙 事務室 総務部総務課総務係 廃棄

総務課 会計
謝金の関係で5年保存が必要
であるもの

謝金（平成31年度） 総務部総務課総務係 2019年度 2020年4月1日 5 2024年度末 紙 事務室 総務部総務課総務係 廃棄

総務課 人事
人事の関係で3年保存が必要
であるもの

人事関係綴（平成31年度） 総務部総務課総務係 2019年度 2020年4月1日 3年 2022年度末 紙 事務室 総務部総務課総務係 廃棄

総務課 管理・運営
全学フォーラムの関係で3年
保存が必要であるもの

全学フォーラム綴（平成31年度） 総務部総務課総務係 2019年 2020年4月1日 3年 2022 紙 事務室 総務部総務課総務係 廃棄

総務課 管理・運営
入学式，卒業式，学位記授与
式に関するもの

入学式・卒業式関係綴(平成31年度） 総務部総務課総務係 2019年度 2020年4月1日 10年 2029年度末 紙 事務室 総務部総務課総務係 廃棄

総務課 管理・運営 部局長会の記録に関するもの 部局長会綴(平成31年度） 総務部総務課総務係 2019年度 2020年4月1日 30年 2049年度末 紙 事務室 総務部総務課総務係 廃棄
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法人文書ファイル管理簿データ（全学）

部局名 １）大分類 ２）中分類 ３）小分類（法人文書ファイル名） ４）作成・取得者
５）作成・取得年度
等

６）起算日 ７）保存期間
８）保存期間
    満了時期

９）媒体の種別 10）保存場所 11）管理担当課・係
12)保存期間満
了時の措置

備考

総務課 会計 物品購入依頼書 物品請求書原符綴（平成31年度） 総務部総務課総務係 2019年度 2020年4月1日 5 2024 紙 事務室 総務部総務課総務係 廃棄

総務課 管理・運営
名教会の関係で5年保存が必
要であるもの

名教会（令和元年度） 総務部総務課総務係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 総務部総務課総務係 廃棄

総務課 管理・運営 役員会の記録に関するもの 役員会綴(平成31年度） 総務部総務課総務係 2019年度 2020年4月1日 30年 2049年度末 紙 事務室 総務部総務課総務係 廃棄

総務課 会計 予算に関するもの 予算関係（平成31年度） 総務部総務課総務係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 総務部総務課総務係 廃棄

総務課 人事 旅行命令伺綴 旅行命令伺綴（平成31年度） 総務部総務課総務係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 総務部総務課総務係 廃棄

総務課 人事 勤務時間記録簿(非常勤） 勤務時間記録簿（非常勤）（平成31年度） 総務部総務課総務係 2019年度 2020年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部総務課総務係 廃棄

総務課 管理・運営
学外会議の関係で5年保存が
必要であるもの

学外会議関係綴（平成31年度） 総務部総務課総務係 2019 2020年4月1日 5 2024 紙 事務室 総務部総務課総務係 廃棄

総務課 人事 休暇簿等 休暇簿等（平成31年） 総務部総務課総務係 2019 2020年1月1日 3 2022年末 紙 事務室 総務部総務課総務係 廃棄

総務課 管理・運営
防災訓練の関係で5年保存が
必要であるもの

防災訓練（平成31年度） 総務部総務課総務係 2019 2020年4月1日 5年 2024 紙 事務室 総務部総務課総務係 廃棄

総務課 管理・運営
慶弔の関係で5年保存が必要
であるもの

慶弔関係（平成31年度） 総務部総務課総務係 2019 2020年4月1日 5年 2024 紙 事務室 総務部総務課総務係 廃棄

総務課 管理・運営

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
ラインに関する文部科学省か
らの諸令達・通達及び往復書
簡

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
（平成31年度）

総務部総務課総務係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024 紙 事務室 総務部総務課総務係 廃棄

総務課 管理・運営
新型コロナウイルスに関する
文部科学省からの諸令達・通
達及び往復書簡で重要なもの

新型コロナウイルス関連綴（令和元年度） 総務部総務課総務係 2019年度 2020年4月1日 10 2029 紙 事務室 総務部総務課総務係 移管 歴史的緊急事態関連

総務課 管理・運営
地球温暖化対策会議に関する
もの

地球温暖化対策会議（令和元年度） 総務部総務課総務係 2019年度 2020年4月1日 5 2024 紙 事務室 総務部総務課総務係 廃棄

総務課 管理・運営
東京都特別免許状授与に係
る面接委員に関する通知文書

東京都特別免許状授与に係る面接委員（令和元年度） 総務部総務課総務係 2019年度 2020年4月1日 3 2022 紙 事務室 総務部総務課総務係 廃棄

総務課 管理・運営
ごみゼロ化推進会議に関する
通知文書

ごみゼロ化推進会議（令和元年度） 総務部総務課総務係 2019年度 2020年4月1日 3 2022 紙 事務室 総務部総務課総務係 廃棄

総務課 管理・運営 大学概要 東京学芸大学一覧（昭和26年度） 総務部広報調査課広報調査係 1951年度 1952年4月1日 無期限 紙 倉庫 総務部総務課広報・基金室広報・基金係 廃棄

総務課 管理・運営 大学概要 東京学芸大学一覧（昭和28年度） 総務部広報調査課広報調査係 1953年度 1953年4月1日 無期限 紙 倉庫 総務部総務課広報・基金室広報・基金係 廃棄

総務課 管理・運営 大学概要 東京学芸大学要覧（昭和29年度） 総務部広報調査課広報調査係 1954年度 1954年4月1日 無期限 紙 倉庫 総務部総務課広報・基金室広報・基金係 廃棄

総務課 管理・運営 大学概要 東京学芸大学一覧（昭和31年度） 総務部広報調査課広報調査係 1956年度 1956年4月1日 無期限 紙 倉庫 総務部総務課広報・基金室広報・基金係 廃棄

総務課 管理・運営 大学概要 東京学芸大学要覧（昭和41年度） 総務部広報調査課広報調査係 1966年度 1967年4月1日 無期限 紙 倉庫 総務部総務課広報・基金室広報・基金係 廃棄

総務課 管理・運営 学報 学報（1号～100号） 総務部広報調査課広報調査係 1967年度 1968年4月1日 無期限 紙 倉庫 総務部総務課広報・基金室広報・基金係 廃棄

総務課 管理・運営 教員調査 教員調査（昭和36年度～昭和42年度） 総務部広報調査課 1967年度 1968年4月1日 無期限 紙 倉庫 総務部総務課広報・基金室広報・基金係 廃棄

総務課 管理・運営 大学概要 東京学芸大学要覧（昭和43年度） 総務部広報調査課広報調査係 1968年度 1969年4月1日 無期限 紙 倉庫 総務部総務課広報・基金室広報・基金係 廃棄

総務課 管理・運営 大学概要 東京学芸大学要覧（英文）（1969年度） 総務部広報調査課広報調査係 1969年度 1970年4月1日 無期限 紙 倉庫 総務部総務課広報・基金室広報・基金係 廃棄

総務課 管理・運営 大学概要 東京学芸大学要覧（昭和45年度） 総務部広報調査課広報調査係 1970年度 1971年4月1日 無期限 紙 倉庫 総務部総務課広報・基金室広報・基金係 廃棄

総務課 管理・運営 大学概要 東京学芸大学要覧（英文）（1970年度） 総務部広報調査課広報調査係 1970年度 1971年4月1日 無期限 紙 倉庫 総務部総務課広報・基金室広報・基金係 廃棄

総務課 管理・運営 大学概要 東京学芸大学要覧（昭和47年度） 総務部広報調査課広報調査係 1972年度 1973年4月1日 無期限 紙 倉庫 総務部総務課広報・基金室広報・基金係 廃棄

総務課 管理・運営 大学概要 東京学芸大学要覧（英文）（1972年度） 総務部広報調査課広報調査係 1972年度 1973年4月1日 無期限 紙 倉庫 総務部総務課広報・基金室広報・基金係 廃棄

総務課 管理・運営 教員調査 教員調査（昭和43年度～昭和48年度） 総務部広報調査課 1973年度 1974年4月1日 無期限 紙 倉庫 総務部総務課広報・基金室広報・基金係 廃棄

総務課 管理・運営 大学概要 東京学芸大学要覧（昭和49・50年度） 総務部広報調査課広報調査係 1975年度 1976年4月1日 無期限 紙 倉庫 総務部総務課広報・基金室広報・基金係 廃棄

総務課 管理・運営 大学概要 東京学芸大学要覧（英文）（1974～1975年度） 総務部広報調査課広報調査係 1975年度 1976年4月1日 無期限 紙 倉庫 総務部総務課広報・基金室広報・基金係 廃棄

総務課 管理・運営 大学概要 東京学芸大学の概要（昭和50年度） 総務部広報調査課広報調査係 1975年度 1976年4月1日 無期限 紙 倉庫 総務部総務課広報・基金室広報・基金係 廃棄

総務課 管理・運営 学報 学報（101号～200号） 総務部広報調査課広報調査係 1975年度 1976年4月1日 無期限 紙 倉庫 総務部総務課広報・基金室広報・基金係 廃棄

総務課 管理・運営 大学概要 東京学芸大学要覧（英文）（1976～1977年度） 総務部広報調査課広報調査係 1977年度 1978年4月1日 無期限 紙 倉庫 総務部総務課広報・基金室広報・基金係 廃棄

総務課 管理・運営 教員調査 教員調査（昭和49年度～昭和52年度） 総務部広報調査課 1977年度 1978年4月1日 無期限 紙 倉庫 総務部総務課広報・基金室広報・基金係 廃棄

総務課 管理・運営 大学概要 東京学芸大学要覧（英文）（1978～1979年度） 総務部広報調査課広報調査係 1979年度 1979年4月1日 無期限 紙 倉庫 総務部総務課広報・基金室広報・基金係 廃棄

総務課 管理・運営 大学概要 東京学芸大学要覧（英文）（1980～1981年度） 総務部広報調査課広報調査係 1981年度 1982年4月1日 無期限 紙 倉庫 総務部総務課広報・基金室広報・基金係 廃棄

総務課 管理・運営 大学概要 東京学芸大学要覧（英文）（1982年度） 総務部広報調査課広報調査係 1982年度 1983年4月1日 無期限 紙 倉庫 総務部総務課広報・基金室広報・基金係 廃棄

総務課 管理・運営 教員調査 教員調査（昭和53年度～昭和57年度） 総務部広報調査課 1982年度 1983年4月1日 無期限 紙 倉庫 総務部総務課広報・基金室広報・基金係 廃棄

総務課 管理・運営 大学概要 東京学芸大学概要（昭和58年度） 総務部広報調査課広報調査係 1983年度 1984年4月1日 無期限 紙 倉庫 総務部総務課広報・基金室広報・基金係 廃棄

総務課 管理・運営 学報 学報（201号～300号） 総務部広報調査課広報調査係 1983年度 1984年4月1日 無期限 紙 倉庫 総務部総務課広報・基金室広報・基金係 廃棄

総務課 管理・運営 大学概要 東京学芸大学概要（昭和59年度） 総務部広報調査課広報調査係 1984年度 1985年4月1日 無期限 紙 倉庫 総務部総務課広報・基金室広報・基金係 廃棄

総務課 管理・運営 学報 学報（昭和59年度） 総務部広報調査課広報調査係 1984年度 1985年4月1日 無期限 紙 倉庫 総務部総務課広報・基金室広報・基金係 廃棄

総務課 管理・運営 学報縮刷版 学報縮刷版１（1号～100号） 総務部広報調査課広報調査係 1984年度 1985年4月1日 無期限 紙 倉庫 総務部総務課広報・基金室広報・基金係 廃棄

総務課 管理・運営 学報縮刷版 学報縮刷版２（101号～200号） 総務部広報調査課広報調査係 1984年度 1985年4月1日 無期限 紙 倉庫 総務部総務課広報・基金室広報・基金係 廃棄

総務課 管理・運営 学報縮刷版 学報縮刷版３（201号～300号） 総務部広報調査課広報調査係 1984年度 1985年4月1日 無期限 紙 倉庫 総務部総務課広報・基金室広報・基金係 廃棄

総務課 管理・運営 大学概要 東京学芸大学概要（昭和60年度） 総務部広報調査課広報調査係 1985年度 1986年4月1日 無期限 紙 倉庫 総務部総務課広報・基金室広報・基金係 廃棄

総務課 管理・運営 学報 学報（昭和60年度） 総務部広報調査課広報調査係 1985年度 1986年4月1日 無期限 紙 倉庫 総務部総務課広報・基金室広報・基金係 廃棄

総務課 管理・運営 大学概要 東京学芸大学概要（昭和61年度） 総務部広報調査課広報調査係 1986年度 1987年4月1日 無期限 紙 倉庫 総務部総務課広報・基金室広報・基金係 廃棄

総務課 管理・運営 学報 学報（昭和61年度） 総務部広報調査課広報調査係 1986年度 1987年4月1日 無期限 紙 倉庫 総務部総務課広報・基金室広報・基金係 廃棄

総務課 管理・運営 大学概要 東京学芸大学要覧（昭和62年度） 総務部広報調査課広報調査係 1987年度 1988年4月1日 無期限 紙 倉庫 総務部総務課広報・基金室広報・基金係 廃棄

総務課 管理・運営 大学概要 東京学芸大学概要（昭和62年度） 総務部広報調査課広報調査係 1987年度 1988年4月1日 無期限 紙 倉庫 総務部総務課広報・基金室広報・基金係 廃棄

総務課 管理・運営 学報 学報（昭和62年度） 総務部広報調査課広報調査係 1987年度 1988年4月1日 無期限 紙 倉庫 総務部総務課広報・基金室広報・基金係 廃棄

総務課 管理・運営 教員調査 教員調査（昭和58年度～昭和62年度） 総務部広報調査課 1987年度 1988年4月1日 無期限 紙 倉庫 総務部総務課広報・基金室広報・基金係 廃棄

総務課 管理・運営 大学概要 東京学芸大学要覧（昭和63年度） 総務部広報調査課広報調査係 1988年度 1989年4月1日 無期限 紙 倉庫 総務部総務課広報・基金室広報・基金係 廃棄

総務課 管理・運営 大学概要 東京学芸大学概要（昭和63年度） 総務部広報調査課広報調査係 1988年度 1989年4月1日 無期限 紙 倉庫 総務部総務課広報・基金室広報・基金係 廃棄

総務課 管理・運営 学報 学報（昭和63年度） 総務部広報調査課広報調査係 1988年度 1989年4月1日 無期限 紙 倉庫 総務部総務課広報・基金室広報・基金係 廃棄

総務課 管理・運営 大学概要 東京学芸大学概要（平成元年度） 総務部広報調査課広報調査係 1989年度 1990年4月1日 無期限 紙 倉庫 総務部総務課広報・基金室広報・基金係 廃棄

総務課 管理・運営 学報 学報（平成元年度） 総務部広報調査課広報調査係 1989年度 1990年4月1日 無期限 紙 倉庫 総務部総務課広報・基金室広報・基金係 廃棄

総務課 管理・運営 大学概要 東京学芸大学概要（平成2年度） 総務部広報調査課広報調査係 1990年度 1991年4月1日 無期限 紙 倉庫 総務部総務課広報・基金室広報・基金係 廃棄
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総務課 管理・運営 学報 学報（平成2年度） 総務部広報調査課広報調査係 1990年度 1991年4月1日 無期限 紙 倉庫 総務部総務課広報・基金室広報・基金係 廃棄

総務課 管理・運営 大学概要 東京学芸大学概要（平成3年度） 総務部広報調査課広報調査係 1991年度 1992年4月1日 無期限 紙 倉庫 総務部総務課広報・基金室広報・基金係 廃棄

総務課 管理・運営 学報 学報（平成3年度） 総務部広報調査課広報調査係 1991年度 1992年4月1日 無期限 紙 倉庫 総務部総務課広報・基金室広報・基金係 廃棄

総務課 管理・運営 大学概要 東京学芸大学概要（平成4年度） 総務部広報調査課広報調査係 1992年度 1993年4月1日 無期限 紙 倉庫 総務部総務課広報・基金室広報・基金係 廃棄

総務課 管理・運営 学報 学報（平成4年度） 総務部広報調査課広報調査係 1992年度 1993年4月1日 無期限 紙 倉庫 総務部総務課広報・基金室広報・基金係 廃棄

総務課 管理・運営 教員調査 教員調査（昭和63年度～平成4年度） 総務部広報調査課 1992年度 1993年4月1日 無期限 紙 倉庫 総務部総務課広報・基金室広報・基金係 廃棄

総務課 管理・運営 大学概要 東京学芸大学概要（平成5年度） 総務部広報調査課広報調査係 1993年度 1994年4月1日 無期限 紙 倉庫 総務部総務課広報・基金室広報・基金係 廃棄

総務課 管理・運営 学報 学報（平成5年度） 総務部広報調査課広報調査係 1993年度 1994年4月1日 無期限 紙 倉庫 総務部総務課広報・基金室広報・基金係 廃棄

総務課 管理・運営 大学概要 東京学芸大学概要（平成6年度） 総務部広報調査課広報調査係 1994年度 1995年4月1日 無期限 紙 倉庫 総務部総務課広報・基金室広報・基金係 廃棄

総務課 管理・運営 学報 学報（平成6年度） 総務部広報調査課広報調査係 1994年度 1995年4月1日 無期限 紙 倉庫 総務部総務課広報・基金室広報・基金係 廃棄

総務課 管理・運営 大学概要 東京学芸大学要覧（平成7年度） 総務部広報調査課広報調査係 1995年度 1996年4月1日 無期限 紙 倉庫 総務部総務課広報・基金室広報・基金係 廃棄

総務課 管理・運営 大学概要 東京学芸大学概要（平成7年度） 総務部広報調査課広報調査係 1995年度 1996年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部総務課広報・基金室広報・基金係 廃棄

総務課 管理・運営 学報 学報（平成7年度） 総務部広報調査課広報調査係 1995年度 1996年4月1日 無期限 紙 倉庫 総務部総務課広報・基金室広報・基金係 廃棄

総務課 管理・運営 教員調査 教員調査（平成5年度～平成7年度） 総務部広報調査課 1995年度 1996年4月1日 無期限 紙 倉庫 総務部総務課広報・基金室広報・基金係 廃棄

総務課 管理・運営 大学概要 東京学芸大学要覧（平成8年度） 総務部広報調査課広報調査係 1996年度 1997年4月1日 無期限 紙 倉庫 総務部総務課広報・基金室広報・基金係 廃棄

総務課 管理・運営 大学概要 東京学芸大学概要（平成8年度） 総務部広報調査課広報調査係 1996年度 1997年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部総務課広報・基金室広報・基金係 廃棄

総務課 管理・運営 学報 学報（平成8年度） 総務部広報調査課広報調査係 1996年度 1997年4月1日 無期限 紙 倉庫 総務部総務課広報・基金室広報・基金係 廃棄

総務課 管理・運営
東京学芸大学データ集の関係
で，無期限保存が必要である
もの

東京学芸大学データ集（平成9年度） 総務部広報調査課広報調査係 1997年度 1998年4月1日 無期限 紙 倉庫 総務部総務課広報・基金室広報・基金係 廃棄

総務課 管理・運営 大学概要 東京学芸大学要覧（平成9年度） 総務部広報調査課広報調査係 1997年度 1998年4月1日 無期限 紙 倉庫 総務部総務課広報・基金室広報・基金係 廃棄

総務課 管理・運営 大学概要 東京学芸大学概要（平成9年度） 総務部広報調査課広報調査係 1997年度 1998年4月1日 無期限 紙 倉庫 総務部総務課広報・基金室広報・基金係 廃棄

総務課 管理・運営 学報 学報（平成9年度） 総務部広報調査課広報調査係 1997年度 1998年4月1日 無期限 紙 倉庫 総務部総務課広報・基金室広報・基金係 廃棄

総務課 管理・運営
東京学芸大学データ集の関係
で，無期限保存が必要である
もの

東京学芸大学データ集（平成10年度） 総務部広報調査課広報調査係 1998年度 1999年4月1日 無期限 紙 倉庫 総務部総務課広報・基金室広報・基金係 廃棄

総務課 管理・運営 大学概要 東京学芸大学概要（平成10年度） 総務部広報調査課広報調査係 1998年度 1999年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部総務課広報・基金室広報・基金係 廃棄

総務課 管理・運営 学報 学報（平成10年度） 総務部広報調査課広報調査係 1998年度 1999年4月1日 無期限 紙 倉庫 総務部総務課広報・基金室広報・基金係 廃棄

総務課 管理・運営
東京学芸大学データ集の関係
で，無期限保存が必要である
もの

東京学芸大学データ集（平成11年度） 総務部広報調査課広報調査係 1999年度 2000年4月1日 無期限 紙 倉庫 総務部総務課広報・基金室広報・基金係 廃棄

総務課 管理・運営 大学概要 東京学芸大学概要（平成11年度） 総務部広報調査課広報調査係 1999年度 2000年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部総務課広報・基金室広報・基金係 廃棄

総務課 管理・運営 学報 学報（平成11年度） 総務部広報調査課広報調査係 1999年度 2000年4月1日 無期限 紙 倉庫 総務部総務課広報・基金室広報・基金係 廃棄

総務課 管理・運営
東京学芸大学データ集の関係
で，無期限保存が必要である
もの

東京学芸大学データ集（平成12年度） 総務部広報調査課広報調査係 2000年度 2001年4月1日 無期限 紙 倉庫 総務部総務課広報・基金室広報・基金係 廃棄

総務課 管理・運営 大学概要 東京学芸大学概要（平成12年度） 総務部広報調査課広報調査係 2000年度 2001年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部総務課広報・基金室広報・基金係 廃棄

総務課 管理・運営 学報 学報（平成12年度） 総務部広報調査課広報調査係 2000年度 2001年4月1日 無期限 紙 倉庫 総務部総務課広報・基金室広報・基金係 廃棄

総務課 管理・運営 大学概要 東京学芸大学概要（平成13年度） 総務部広報調査課広報調査係 2001年度 2002年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部総務課広報・基金室広報・基金係 廃棄

総務課 管理・運営 大学概要 東京学芸大学概要（平成14年度） 総務部広報調査課広報調査係 2002年度 2003年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部総務課広報・基金室広報・基金係 廃棄

総務課 管理・運営 大学概要 東京学芸大学概要（平成15年度） 総務部企画課広報係 2004年度 2005年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部総務課広報・基金室広報・基金係 廃棄

総務課 管理・運営 大学概要 東京学芸大学概要（平成19年度） 総務部広報室広報係 2007年度 2008年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部総務課広報・基金室広報・基金係 廃棄

総務課 管理・運営 大学概要 東京学芸大学概要（平成20年度） 総務部広報室広報係 2008年度 2009年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部総務課広報・基金室広報・基金係 廃棄

総務課 管理・運営 大学概要 東京学芸大学概要（平成21年度） 総務部広報連携協力課広報企画係 2009年度 2010年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部総務課広報・基金室広報・基金係 廃棄

総務課 管理・運営 大学概要 東京学芸大学概要（平成22年度） 総務部広報連携課広報企画係 2010年度 2011年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部総務課広報・基金室広報・基金係 廃棄

総務課 管理・運営 大学概要 東京学芸大学概要（平成23年度） 総務部広報連携課広報企画係 2011年度 2012年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部総務課広報・基金室広報・基金係 廃棄

総務課 管理・運営 大学概要 東京学芸大学概要（平成24年度） 総務部広報連携課広報企画係 2012年度 2013年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部総務課広報・基金室広報・基金係 廃棄

総務課 管理・運営 学校基本調査 学校基本調査（平成24年度） 総務部広報連携課広報企画係 2012年度 2013年4月1日 10年 2022年度末 紙 事務室 総務部総務課広報・基金室広報・基金係 廃棄

総務課 管理・運営
教員養成学部及び附属学校
等調査

教員養成学部及び附属学校等調査（平成24年度） 総務部広報連携課広報企画係 2012年度 2013年4月1日 10年 2022年度末 紙 事務室 総務部総務課広報・基金室広報・基金係 廃棄

総務課 管理・運営 大学概要 東京学芸大学概要（平成25年度） 総務部広報連携課広報企画係 2013年度 2014年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部総務課広報・基金室広報・基金係 廃棄

総務課 管理・運営 学校基本調査 学校基本調査（平成25年度） 総務部広報連携課広報企画係 2013年度 2014年4月1日 10年 2023年度末 紙 事務室 総務部総務課広報・基金室広報・基金係 廃棄

総務課 管理・運営
教員養成学部及び附属学校
等調査

教員養成学部及び附属学校等調査（平成25年度） 総務部広報連携課広報企画係 2013年度 2014年4月1日 10年 2023年度末 紙 事務室 総務部総務課広報・基金室広報・基金係 廃棄

総務課 管理・運営 大学概要 東京学芸大学概要（平成26年度） 総務部広報企画課広報係 2014年度 2015年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部総務課広報・基金室広報・基金係 廃棄

総務課 管理・運営 学校基本調査 学校基本調査（平成26年度） 総務部広報企画課広報係 2014年度 2015年4月1日 10年 2024年度末 紙 事務室 総務部総務課広報・基金室広報・基金係 廃棄

総務課 管理・運営
教員養成学部及び附属学校
等調査

教員養成学部及び附属学校等調査（平成26年度） 総務部広報企画課広報係 2014年度 2015年4月1日 10年 2024年度末 紙 事務室 総務部総務課広報・基金室広報・基金係 廃棄

総務課 管理・運営 大学概要 東京学芸大学概要（平成27年度） 総務部広報企画課広報係 2015年度 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部総務課広報・基金室広報・基金係 廃棄

総務課 管理・運営 学校基本調査 学校基本調査（平成27年度） 総務部広報企画課広報係 2015年度 2016年4月1日 10年 2025年度末 紙 事務室 総務部総務課広報・基金室広報・基金係 廃棄

総務課 管理・運営
教員養成学部及び附属学校
等調査

教員養成学部及び附属学校等調査（平成27年度） 総務部広報企画課広報係 2015年度 2016年4月1日 10年 2025年度末 紙 事務室 総務部総務課広報・基金室広報・基金係 廃棄

総務課 管理・運営 大学概要 東京学芸大学概要（平成28年度） 総務部広報企画課広報係 2016年度 2017年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部総務課広報・基金室広報・基金係 廃棄

総務課 管理・運営 学校基本調査 学校基本調査（平成28年度） 総務部広報企画課広報係 2016年度 2017年4月1日 10年 2026年度末 紙 事務室 総務部総務課広報・基金室広報・基金係 廃棄

総務課 管理・運営
教員養成学部及び附属学校
等調査

教員養成学部及び附属学校等調査（平成28年度） 総務部広報企画課広報係 2016年度 2017年4月1日 10年 2026年度末 紙 事務室 総務部総務課広報・基金室広報・基金係 廃棄

総務課 管理・運営 毎月勤労統計調査 毎月勤労統計調査（平成29年度） 総務部広報連携課地域連携係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末
電子媒体:共有
サーバー内

事務室 総務部総務課広報・基金室広報・基金係 廃棄

総務課 管理・運営 学校基本調査 学校基本調査（平成29年度） 総務部広報連携課地域連携係 2017年度 2018年4月1日 10年 2027年度末 紙 事務室 総務部総務課広報・基金室広報・基金係 廃棄

総務課 管理・運営 諸調査・アンケート 諸調査・アンケート（平成29年度） 総務部広報連携課地域連携係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 総務部総務課広報・基金室広報・基金係 廃棄

総務課 管理・運営 大学概要 東京学芸大学概要（平成29年度） 総務部広報企画課広報係 2017年度 2018年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部総務課広報・基金室広報・基金係 廃棄

総務課 管理・運営 情報公開に関するもの 情報公開関係（平成29年度） 総務部広報企画課広報係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 総務部総務課法規係 廃棄

総務課 管理・運営 個人情報に関するもの 個人情報関係（平成29年度） 総務部広報企画課広報係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 総務部総務課法規係 廃棄

総務課 管理・運営
大学概要作成資料の関係で5
年保存が必要であるもの

大学概要作成資料（平成29年度） 総務部広報企画課広報係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 総務部総務課広報・基金室広報・基金係 廃棄

総務課 会計
謝金の関係で5年保存が必要
であるもの

謝金（平成29年度） 総務部広報企画課広報係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 総務部総務課広報・基金室広報・基金係 廃棄
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部局名 １）大分類 ２）中分類 ３）小分類（法人文書ファイル名） ４）作成・取得者
５）作成・取得年度
等
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    満了時期

９）媒体の種別 10）保存場所 11）管理担当課・係
12)保存期間満
了時の措置

備考

総務課 管理・運営
大学説明会の関係で，5年保
存が必要であるもの

大学説明会2017 総務部広報企画課広報係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 総務部総務課広報・基金室広報・基金係 廃棄

総務課 管理・運営
大学院説明会の関係で，5年
保存が必要であるもの

大学院説明会2017 総務部広報企画課広報係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 総務部総務課広報・基金室広報・基金係 廃棄

総務課 管理・運営
学芸大関連記事の関係で，5
年保存が必要であるもの

学芸大関連記事（平成29年度） 総務部広報企画課広報係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 総務部総務課広報・基金室広報・基金係 廃棄

総務課 管理・運営
各種アンケートの関係で，5年
保存が必要であるもの

各種アンケート（平成29年度） 総務部広報企画課広報係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 総務部総務課広報・基金室広報・基金係 廃棄

総務課 管理・運営 毎月勤労統計調査 毎月勤労統計調査（平成30年度） 総務部広報連携課地域連携係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末
電子媒体:共有
サーバー内

事務室 総務部総務課広報・基金室広報・基金係 廃棄

総務課 管理・運営 学校基本調査 学校基本調査（平成30年度） 総務部広報連携課地域連携係 2018年度 2019年4月1日 10年 2028年度末 紙 事務室 総務部総務課広報・基金室広報・基金係 廃棄

総務課 管理・運営 諸調査・アンケート 諸調査・アンケート（平成30年度） 総務部広報連携課地域連携係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 総務部総務課広報・基金室広報・基金係 廃棄

総務課 管理・運営 大学概要 東京学芸大学概要（平成30年度） 総務部広報企画課広報係 2018年度 2019年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部総務課広報・基金室広報・基金係 廃棄

総務課 管理・運営 情報公開に関するもの 情報公開関係（平成30年度） 総務部広報企画課広報係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 総務部総務課法規係 廃棄

総務課 管理・運営 個人情報に関するもの 個人情報関係（平成30年度） 総務部広報企画課広報係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 総務部総務課法規係 廃棄

総務課 管理・運営
大学概要の関係で，5年保存
が必要であるもの

大学概要作成資料（平成30年度） 総務部広報企画課広報係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 総務部総務課広報・基金室広報・基金係 廃棄

総務課 会計
謝金の関係で5年保存が必要
であるもの

謝金（平成30年度） 総務部広報企画課広報係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 総務部総務課広報・基金室広報・基金係 廃棄

総務課 管理・運営
大学説明会の関係で，5年保
存が必要であるもの

大学説明会2017 総務部広報企画課広報係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 総務部総務課広報・基金室広報・基金係 廃棄

総務課 管理・運営
大学院説明会の関係で，5年
保存が必要であるもの

大学院説明会2017 総務部広報企画課広報係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 総務部総務課広報・基金室広報・基金係 廃棄

総務課 管理・運営
学芸大関連記事の関係で，5
年保存が必要であるもの

学芸大関連記事（平成30年度） 総務部広報企画課広報係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 総務部総務課広報・基金室広報・基金係 廃棄

総務課 管理・運営
各種アンケートの関係で，3年
保存が必要であるもの

各種アンケート（平成30年度） 総務部広報企画課広報係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 総務部総務課広報・基金室広報・基金係 廃棄

総務課 管理・運営 大学概要 東京学芸大学概要（平成31年度） 総務部広報企画課広報係 2019年度 2020年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部総務課広報・基金室広報・基金係 廃棄

総務課 管理・運営
国立大学協会の関係で，10年
保存が必要であるもの

国立大学協会関係（平成31年度） 総務部広報企画課広報係 2019年度 2020年4月1日 3年 2022年度末 紙 事務室 総務部総務課広報・基金室広報・基金係 廃棄

総務課 管理・運営 情報公開に関するもの 情報公開関係（平成31年度） 総務部広報企画課広報係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 総務部総務課法規係 廃棄

総務課 管理・運営 個人情報に関するもの 個人情報関係（平成31年度） 総務部広報企画課広報係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 総務部総務課法規係 廃棄

総務課 管理・運営
大学概要の関係で，5年保存
が必要であるもの

大学概要作成資料（平成31年度） 総務部広報企画課広報係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 総務部総務課広報・基金室広報・基金係 廃棄

総務課 会計
謝金の関係で5年保存が必要
であるもの

謝金（平成31年度） 総務部広報企画課広報係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 総務部総務課広報・基金室広報・基金係 廃棄

総務課 管理・運営
大学説明会の関係で，5年保
存が必要であるもの

大学説明会2019 総務部広報企画課広報係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 総務部総務課広報・基金室広報・基金係 廃棄

総務課 管理・運営
大学院説明会の関係で，5年
保存が必要であるもの

大学院説明会2019 総務部広報企画課広報係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 総務部総務課広報・基金室広報・基金係 廃棄

総務課 管理・運営
学芸大関連記事の関係で，5
年保存が必要であるもの

学芸大関連記事（平成31年度） 総務部広報企画課広報係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 総務部総務課広報・基金室広報・基金係 廃棄

総務課 管理・運営
文教ニュース・文教速報原稿
の関係で，3年保存が必要で
あるもの

文教ニュース・文教速報原稿（平成31年度） 総務部広報企画課広報係 2019年度 2020年4月1日 3年 2022年度末 紙 事務室 総務部総務課広報・基金室広報・基金係 廃棄

総務課 管理・運営
記者クラブの関係で，3年保存
が必要であるもの

記者クラブ（平成31年度） 総務部広報企画課広報係 2019年度 2020年4月1日 3年 2022年度末 紙 事務室 総務部総務課広報・基金室広報・基金係 廃棄

総務課 管理・運営
報道機関関係の関係で，3年
保存が必要であるもの

報道機関関係（平成31年度） 総務部広報企画課広報係 2019年度 2020年4月1日 3年 2022年度末 紙 事務室 総務部総務課広報・基金室広報・基金係 廃棄

総務課 管理・運営
取材申込書の関係で，3年保
存が必要であるもの

取材申込書（平成31年度） 総務部広報企画課広報係 2019年度 2020年4月1日 3年 2022年度末 紙 事務室 総務部総務課広報・基金室広報・基金係 廃棄

総務課 管理・運営
模擬授業の関係で，3年保存
が必要であるもの

模擬授業依頼綴（平成31年度） 総務部広報企画課広報係 2019年度 2020年4月1日 3年 2022年度末 紙 事務室 総務部総務課広報・基金室広報・基金係 廃棄

総務課 管理・運営
大学訪問の関係で，3年保存
が必要であるもの

大学訪問依頼綴（平成31年度） 総務部広報企画課広報係 2019年度 2020年4月1日 3年 2022年度末 紙 事務室 総務部総務課広報・基金室広報・基金係 廃棄

総務課 管理・運営
進路説明会の関係で，3年保
存が必要であるもの

進路説明会依頼綴（平成31年度） 総務部広報企画課広報係 2019年度 2020年4月1日 3年 2022年度末 紙 事務室 総務部総務課広報・基金室広報・基金係 廃棄

総務課 管理・運営
各種アンケートの関係で，3年
保存が必要であるもの

各種アンケート（平成31年度） 総務部広報企画課広報係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 総務部総務課広報・基金室広報・基金係 廃棄

総務課 管理・運営 毎月勤労統計調査 毎月勤労統計調査（平成31年度） 総務部広報連携課地域連携係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末
電子媒体:共有
サーバー内

事務室 総務部総務課広報・基金室広報・基金係 廃棄

総務課 管理・運営 学校基本調査 学校基本調査（平成31年度） 総務部広報連携課地域連携係 2019年度 2020年4月1日 10年 2029年度末 紙 事務室 総務部総務課広報・基金室広報・基金係 廃棄

総務課 管理・運営 諸調査・アンケート 諸調査・アンケート（平成31年度） 総務部広報連携課地域連携係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 総務部総務課広報・基金室広報・基金係 廃棄

総務課 管理・運営
教育研究評議会の記録に関
するもの

教育研究評議会綴(令和2年度） 総務部総務課総務係 2020 2021年4月1日 30 2050年度末 紙 事務室 総務部総務課総務係 廃棄

総務課 人事 勤務時間記録簿 勤務時間記録簿(令和2年度） 総務部総務課総務係 2020 2021年4月1日 5 2025 紙 事務室 総務部総務課総務係 廃棄

総務課 管理・運営
経営協議会の記録に関するも
の

経営協議会綴(令和2年度） 総務部総務課総務係 2020 2021年4月1日 30 2050 紙 事務室 総務部総務課総務係 廃棄

総務課 人事 用務外出綴 用務外出綴(令和2年度） 総務部総務課総務係 2020 2021年4月1日 5 2025 紙 事務室 総務部総務課総務係 廃棄

総務課 管理・運営
事務協議会の関係で10年保
存が必要であるもの

事務協議会綴(令和2年度） 総務部総務課総務係 2020 2021年4月1日 10 2030
電子媒体:共有
サーバー内

事務室 総務部総務課総務係 廃棄

総務課 会計
謝金の関係で5年保存が必要
であるもの

謝金(令和2年度） 総務部総務課総務係 2020 2021年4月1日 5 2025 紙 事務室 総務部総務課総務係 廃棄

総務課 人事
人事の関係で3年保存が必要
であるもの

人事関係綴(令和2年度） 総務部総務課総務係 2020 2021年4月1日 3 2023 紙 事務室 総務部総務課総務係 廃棄

総務課 管理・運営
全学フォーラムの関係で3年
保存が必要であるもの

全学フォーラム綴(令和2年度） 総務部総務課総務係 2020 2021年4月1日 3 2023 紙 事務室 総務部総務課総務係 廃棄

総務課 管理・運営
入学式，卒業式，学位記授与
式に関するもの

入学式・卒業式関係綴((令和2年度） 総務部総務課総務係 2020 2021年4月1日 10 2030 紙 事務室 総務部総務課総務係 廃棄

総務課 管理・運営 部局長会の記録に関するもの 部局長会綴(令和2年度） 総務部総務課総務係 2020 2021年4月1日 30年 2050 紙 事務室 総務部総務課総務係 廃棄

総務課 会計 物品購入依頼書 物品請求書原符綴(令和2年度） 総務部総務課総務係 2020 2021年4月1日 5 2025 紙 事務室 総務部総務課総務係 廃棄

総務課 管理・運営
名教会の関係で5年保存が必
要であるもの

名教会(令和2年度） 総務部総務課総務係 2020 2021年4月1日 5 2025 紙 事務室 総務部総務課総務係 廃棄

総務課 管理・運営 役員会の記録に関するもの 役員会綴(令和2年度） 総務部総務課総務係 2020 2021年4月1日 30年 2050 紙 事務室 総務部総務課総務係 廃棄

総務課 会計 予算に関するもの 予算関係(令和2年度） 総務部総務課総務係 2020 2021年4月1日 5年 2025 紙 事務室 総務部総務課総務係 廃棄

総務課 人事 旅行命令伺綴 旅行命令伺綴(令和2年度） 総務部総務課総務係 2020 2021年4月1日 5 2025 紙 事務室 総務部総務課総務係 廃棄

総務課 人事 勤務時間記録簿(非常勤） 勤務時間記録簿（非常勤）(令和2年度） 総務部総務課総務係 2020 2021年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部総務課総務係 廃棄

総務課 管理・運営
学外会議の関係で5年保存が
必要であるもの

学外会議関係綴(令和2年度） 総務部総務課総務係 2020 2021年4月1日 5 2025 紙 事務室 総務部総務課総務係 廃棄

総務課 人事 休暇簿等 休暇簿等(令和2年） 総務部総務課総務係 2020 2021年1月1日 3 2023年末 紙 事務室 総務部総務課総務係 廃棄

総務課 管理・運営
防災訓練の関係で5年保存が
必要であるもの

防災訓練（令和2年度） 総務部総務課総務係 2020 2021年4月1日 5年 2025 紙 事務室 総務部総務課総務係 廃棄

総務課 管理・運営
慶弔の関係で5年保存が必要
であるもの

慶弔関係（令和2年度） 総務部総務課総務係 2020 2021年4月1日 5年 2025 紙 事務室 総務部総務課総務係 廃棄

総務課 管理・運営
新型コロナウイルスに関する
文部科学省からの諸令達・通
達及び往復書簡で重要なもの

新型コロナウイルス関連綴（令和2年度） 総務部総務課総務係 2020 2021年4月1日 10 2030 紙 事務室 総務部総務課総務係 移管 歴史的緊急事態関連

総務課 管理・運営
こがねい会の関係で5年保存
が必要であるもの

こがねい会（令和2年度） 総務部総務課総務係 2020 2021年4月1日 5 2025 紙 事務室 総務部総務課総務係 廃棄

総務課 管理・運営
地球温暖化対策会議に関する
もの

地球温暖化対策会議（令和2年度） 総務部総務課総務係 2020 2021年4月1日 5 2025 紙 事務室 総務部総務課総務係 廃棄

総務課 管理・運営
東京都特別免許状授与に係
る面接委員に関する通知文書

東京都特別免許状授与に係る面接委員（令和2年度） 総務部総務課総務係 2020 2021年4月1日 3 2023 紙 事務室 総務部総務課総務係 廃棄

総務課 管理・運営
ごみゼロ化推進会議に関する
通知文書

ごみゼロ化推進会議（令和2年度） 総務部総務課総務係 2020 2021年4月1日 3 2023 紙 事務室 総務部総務課総務係 廃棄
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部局名 １）大分類 ２）中分類 ３）小分類（法人文書ファイル名） ４）作成・取得者
５）作成・取得年度
等

６）起算日 ７）保存期間
８）保存期間
    満了時期

９）媒体の種別 10）保存場所 11）管理担当課・係
12)保存期間満
了時の措置

備考

総務課 管理・運営 印影印刷に関するもの 印影印刷の承認について（令和元年度） 総務部総務課法規係 2019年度 2020年4月1日 3年 2022年度末 紙 事務室 総務部総務課法規係 廃棄

総務課 管理・運営 印影印刷に関するもの 印影印刷の承認について（令和２年度） 総務部総務課法規係 2020年度 2021年4月1日 3年 2023年度末 紙 事務室 総務部総務課法規係 廃棄

総務課 管理・運営
公印の制定，廃止及び改刻に
関するもの

公印作成・改刻・廃止承認申請書，公印簿（令和２年度） 総務部総務課法規係 2020年度 2021年4月1日 30年 2050年度末 紙 事務室 総務部総務課法規係 廃棄

総務課 管理・運営 公印使用簿 公印使用簿（令和２年度） 総務部総務課法規係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 総務部総務課法規係 廃棄

総務課 管理・運営
本学の規程等の制定改廃に
関するもの

例規制定文綴（令和２年） 総務部総務課法規係 2020年 2021年1月1日 30年 2050年末 紙 事務室 総務部総務課法規係 移管 歴史的緊急事態関連

総務課 管理・運営 学長の選挙に関するもの 学長選考関係（令和２年度） 総務部総務課法規係 2020年度 2021年4月1日 30年 2050年度末 紙 事務室 総務部総務課法規係 廃棄

総務課 管理・運営 法人文書ファイル管理簿 令和２年度法人文書ファイル管理簿 総務部総務課法規係 2020年度 2021年4月1日 30年 2050年度末 電子 共有サーバ 総務部総務課法規係 廃棄

総務課 管理・運営 公文書に関するもの 公文書等の管理（令和２年度） 総務部総務課法規係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 総務部総務課法規係 廃棄

総務課 管理・運営 職員名簿（保存用） 令和２年度職員名簿 総務部総務課法規係 2020年度 2021年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部総務課法規係 廃棄

総務課 管理・運営 職員名簿の作成に関するもの 職員名簿作成（令和２年度） 総務部総務課法規係 2020年度 2021年4月1日 3年 2023年度末 紙 事務室 総務部総務課法規係 廃棄

総務課 管理・運営
共催及び後援名義に関するも
の

共催及び後援名義等（令和２年度） 総務部総務課法規係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 総務部総務課法規係 廃棄

総務課 管理・運営 電報に関するもの 電報原議書（令和２年度） 総務部総務課法規係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 総務部総務課法規係 廃棄

総務課 管理・運営 文書件名簿 令和２年度文書件名簿 総務部総務課法規係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 電子 共有サーバ 総務部総務課法規係 廃棄

総務課 管理・運営
危機管理会議に関するもので
重要なもの

危機管理委員会（令和２年度） 総務部総務課法規係 2020年度 2021年4月1日 10年 2030年度末 紙 事務室 総務部総務課法規係 移管 歴史的緊急事態関連

総務課 管理・運営 AEDに関するもの AED管理（令和２年度） 総務部総務課法規係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 総務部総務課法規係 廃棄

総務課 管理・運営 防犯カメラに関するもの 防犯カメラ（令和２年度） 総務部総務課法規係 2020年度 2021年4月1日 10年 2030年度末 紙 事務室 総務部総務課法規係 廃棄

総務課 管理・運営
顧問弁護士の相談に関するも
の

顧問弁護士（令和２年度） 総務部総務課法規係 2020年度 2021年4月1日 10年 2030年度末 紙 事務室 総務部総務課法規係 廃棄

総務課 管理・運営 文部科学省からの通達 法令等通達（令和２年度） 総務部総務課法規係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 総務部総務課法規係 廃棄

総務課 管理・運営 郵便物に関するもの 郵便物発送依頼票（令和２年度） 総務部総務課法規係 2020年度 2021年4月1日 3年 2023年度末 紙 倉庫 総務部総務課法規係 廃棄

総務課 管理・運営 郵便物に関するもの 郵便事故証紙報告書（令和２年度） 総務部総務課法規係 2020年度 2021年4月1日 3年 2023年度末 紙 倉庫 総務部総務課法規係 廃棄

総務課 管理・運営 郵便物に関するもの 令和２年度郵券等請求伝票 総務部総務課法規係 2020年度 2021年4月1日 3年 2023年度末 紙 倉庫 総務部総務課法規係 廃棄

総務課 管理・運営 郵便物に関するもの 郵便料金計器計示額報告書（令和２年度） 総務部総務課法規係 2020年度 2021年4月1日 3年 2023年度末 紙 倉庫 総務部総務課法規係 廃棄

総務課 管理・運営 郵便物に関するもの 郵券等受払簿（令和２年度） 総務部総務課法規係 2020年度 2021年4月1日 3年 2023年度末 紙 事務室 総務部総務課法規係 廃棄

総務課 管理・運営 郵便物に関するもの 郵便関連文書（令和２年度） 総務部総務課法規係 2020年度 2021年4月1日 3年 2023年度末 紙 事務室 総務部総務課法規係 廃棄

総務課 管理・運営 郵便物に関するもの ハスラー表示金額計算書（令和２年度） 総務部総務課法規係 2020年度 2021年4月1日 3年 2023年度末 紙 倉庫 総務部総務課法規係 廃棄

総務課 管理・運営 郵便物に関するもの 書留郵便物収受簿（令和２年度） 総務部総務課法規係 2020年度 2021年4月1日 3年 2023年度末 紙 倉庫 総務部総務課法規係 廃棄

総務課 管理・運営 郵便物に関するもの 書留郵便物受領証（令和２年度） 総務部総務課法規係 2020年度 2021年4月1日 3年 2023年度末 紙 倉庫 総務部総務課法規係 廃棄

総務課 管理・運営 郵便物に関するもの 入学願書書留収受簿（令和２年度） 総務部総務課法規係 2020年度 2021年4月1日 3年 2023年度末 紙 事務室 総務部総務課法規係 廃棄

総務課 管理・運営 郵便物に関するもの KAGAC事務局関係書類書留収受簿（令和２年度） 総務部総務課法規係 2020年度 2021年4月1日 3年 2023年度末 紙 事務室 総務部総務課法規係 廃棄

総務課 管理・運営 郵便物に関するもの 司書教諭講習申込書書留収受簿（令和２年度） 総務部総務課法規係 2020年度 2021年4月1日 3年 2023年度末 紙 事務室 総務部総務課法規係 廃棄

総務課 管理・運営 郵便物に関するもの 教育実習関係書類書留収受簿（令和２年度） 総務部総務課法規係 2020年度 2021年4月1日 3年 2023年度末 紙 事務室 総務部総務課法規係 廃棄

総務課 管理・運営 郵便物に関するもの 学生関係提出書類書留収受簿（令和２年度） 総務部総務課法規係 2020年度 2021年4月1日 3年 2023年度末 紙 事務室 総務部総務課法規係 廃棄

総務課 管理・運営 郵便物に関するもの マイナンバー収受簿（令和２年度） 総務部総務課法規係 2020年度 2021年4月1日 3年 2023年度末 紙 事務室 総務部総務課法規係 廃棄

総務課 管理・運営 情報公開に関するもの 情報公開関係（令和２年度） 総務部総務課広報室広報係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 総務部総務課法規係 廃棄

総務課 管理・運営 個人情報に関するもの 個人情報関係（令和２年度） 総務部総務課広報室広報係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 総務部総務課法規係 廃棄

総務課 管理・運営
基金会議資料の関係で、30年
保存が必要であるもの

基金会議綴（令和2年度） 総務部総務課基金事務室 2020年度 2021年4月1日 30年 2050 紙 事務室 総務部総務課広報・基金室広報・基金係 廃棄

総務課 管理・運営 大学概要 東京学芸大学概要（令和2年度） 総務部総務課広報室広報係 2020年度 2021年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部総務課広報・基金室広報・基金係 廃棄

総務課 管理・運営
大学概要の関係で，5年保存
が必要であるもの

大学概要作成資料（令和2年度） 総務部総務課広報室広報係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 総務部総務課広報・基金室広報・基金係 廃棄

総務課 会計
謝金の関係で5年保存が必要
であるもの

謝金（令和2年度） 総務部総務課広報室広報係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 総務部総務課広報・基金室広報・基金係 廃棄

総務課 管理・運営
大学説明会の関係で，5年保
存が必要であるもの

大学説明会2020 総務部総務課広報室広報係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 総務部総務課広報・基金室広報・基金係 廃棄

総務課 管理・運営
大学院説明会の関係で，5年
保存が必要であるもの

大学院説明会2020 総務部総務課広報室広報係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 総務部総務課広報・基金室広報・基金係 廃棄

総務課 管理・運営
学芸大関連記事の関係で，5
年保存が必要であるもの

学芸大関連記事（令和2年度） 総務部総務課広報室広報係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 総務部総務課広報・基金室広報・基金係 廃棄

総務課 管理・運営
文教ニュース・文教速報原稿
の関係で，3年保存が必要で
あるもの

文教ニュース・文教速報原稿（令和2年度） 総務部総務課広報室広報係 2020年度 2021年4月1日 3年 2023年度末 紙 事務室 総務部総務課広報・基金室広報・基金係 廃棄

総務課 管理・運営
記者クラブの関係で，3年保存
が必要であるもの

記者クラブ（令和2年度） 総務部総務課広報室広報係 2020年度 2021年4月1日 3年 2023年度末 紙 事務室 総務部総務課広報・基金室広報・基金係 廃棄

総務課 管理・運営
取材申込書の関係で，3年保
存が必要であるもの

取材申込書（令和2年度） 総務部総務課広報室広報係 2020年度 2021年4月1日 3年 2023年度末 紙 事務室 総務部総務課広報・基金室広報・基金係 廃棄

総務課 管理・運営
模擬授業の関係で，3年保存
が必要であるもの

模擬授業依頼綴（令和2年度） 総務部総務課広報室広報係 2020年度 2021年4月1日 3年 2023年度末 紙 事務室 総務部総務課広報・基金室広報・基金係 廃棄

総務課 管理・運営
大学訪問の関係で，3年保存
が必要であるもの

大学訪問依頼綴（令和2年度） 総務部総務課広報室広報係 2020年度 2021年4月1日 3年 2023年度末 紙 事務室 総務部総務課広報・基金室広報・基金係 廃棄

総務課 管理・運営
進路説明会の関係で，3年保
存が必要であるもの

進路説明会依頼綴（令和2年度） 総務部総務課広報室広報係 2020年度 2021年4月1日 3年 2023年度末 紙 事務室 総務部総務課広報・基金室広報・基金係 廃棄

総務課 管理・運営
各種アンケートの関係で，3年
保存が必要であるもの

各種アンケート（令和2年度） 総務部総務課広報室広報係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 総務部総務課広報・基金室広報・基金係 廃棄

総務課 管理・運営 毎月勤労統計調査 毎月勤労統計調査（令和2年度） 総務部総務課広報室広報係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末
電子媒体:共有
サーバー内

事務室 総務部総務課広報・基金室広報・基金係 廃棄

総務課 管理・運営 学校基本調査 学校基本調査（令和2年度） 総務部総務課広報室広報係 2020年度 2021年4月1日 10年 2030年度末 紙 事務室 総務部総務課広報・基金室広報・基金係 廃棄

総務課 管理・運営 諸調査・アンケート 諸調査・アンケート（令和2年度） 総務部総務課広報室広報係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 総務部総務課広報・基金室広報・基金係 廃棄

総務課 管理・運営
新型コロナウイルス関係で5年
保存が必要であると認めるも
の

コロナウイルス関係（令和2年度） 総務部総務課広報室広報係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 総務部総務課広報・基金室広報・基金係 移管 歴史的緊急事態関連

総務課 管理・運営 他機関からの通知文書 令和2年度日本教育大学協会綴 総務部総務課調整係 2020年度 2021年4月1日 3年 2023年度末 紙 事務室 総務部総務課調整係 廃棄

総務課 管理・運営 他機関からの通知文書 令和2年度国立大学協会綴 総務部総務課調整係 2020年度 2021年4月1日 3年 2023年度末 紙 事務室 総務部総務課調整係 廃棄

総務課 管理・運営 他機関からの通知文書 令和3年度日本教育大学協会綴 総務部総務課調整係 2021年度 2022年4月1日 3年 2024年度末 紙 事務室 総務部総務課調整係 廃棄

総務課 管理・運営 他機関からの通知文書 令和3年度国立大学協会綴 総務部総務課調整係 2021年度 2022年4月1日 3年 2024年度末 紙 事務室 総務部総務課調整係 廃棄

総務課 管理・運営
教育研究評議会の記録に関
するもの

教育研究評議会綴(令和3年度） 総務部総務課総務係 2021 2022年4月1日 30 2051年度末 紙 事務室 総務部総務課総務係 廃棄

総務課 人事 勤務時間記録簿 勤務時間記録簿(令和3年度） 総務部総務課総務係 2021 2022年4月1日 5 2026 紙 事務室 総務部総務課総務係 廃棄

総務課 管理・運営
経営協議会の記録に関するも
の

経営協議会綴(令和3年度） 総務部総務課総務係 2021 2022年4月1日 30 2051年度末 紙 事務室 総務部総務課総務係 廃棄

総務課 人事 用務外出綴 用務外出綴(令和3年度） 総務部総務課総務係 2021 2022年4月1日 5 2026 紙 事務室 総務部総務課総務係 廃棄
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部局名 １）大分類 ２）中分類 ３）小分類（法人文書ファイル名） ４）作成・取得者
５）作成・取得年度
等

６）起算日 ７）保存期間
８）保存期間
    満了時期

９）媒体の種別 10）保存場所 11）管理担当課・係
12)保存期間満
了時の措置

備考

総務課 管理・運営
事務協議会の関係で10年保
存が必要であるもの

事務協議会綴(令和3年度） 総務部総務課総務係 2021 2022年4月1日 10 2031
電子媒体:共有
サーバー内

事務室 総務部総務課総務係 廃棄

総務課 会計
謝金の関係で5年保存が必要
であるもの

謝金(令和3年度） 総務部総務課総務係 2021 2022年4月1日 5 2026 紙 事務室 総務部総務課総務係 廃棄

総務課 人事
人事の関係で3年保存が必要
であるもの

人事関係綴(令和3年度） 総務部総務課総務係 2021 2022年4月1日 3 2024 紙 事務室 総務部総務課総務係 廃棄

総務課 管理・運営
全学フォーラムの関係で3年
保存が必要であるもの

全学フォーラム綴(令和3年度） 総務部総務課総務係 2021 2022年4月1日 3 2024 紙 事務室 総務部総務課総務係 廃棄

総務課 管理・運営
入学式，卒業式，学位記授与
式に関するもの

入学式・卒業式関係綴((令和3年度） 総務部総務課総務係 2021 2022年4月1日 10 2031 紙 事務室 総務部総務課総務係 廃棄

総務課 管理・運営 部局長会の記録に関するもの 部局長会綴(令和3年度） 総務部総務課総務係 2021 2022年4月1日 30年 2051年度末 紙 事務室 総務部総務課総務係 廃棄

総務課 会計 物品購入依頼書 物品請求書原符綴(令和3年度） 総務部総務課総務係 2021 2022年4月1日 5 2026 紙 事務室 総務部総務課総務係 廃棄

総務課 管理・運営
名教会の関係で5年保存が必
要であるもの

名教会(令和3年度） 総務部総務課総務係 2021 2022年4月1日 5 2026 紙 事務室 総務部総務課総務係 廃棄

総務課 管理・運営 役員会の記録に関するもの 役員会綴(令和3年度） 総務部総務課総務係 2021 2022年4月1日 30年 2051年度末 紙 事務室 総務部総務課総務係 廃棄

総務課 会計 予算に関するもの 予算関係(令和3年度） 総務部総務課総務係 2021 2022年4月1日 5年 2026 紙 事務室 総務部総務課総務係 廃棄

総務課 人事 旅行命令伺綴 旅行命令伺綴(令和3年度） 総務部総務課総務係 2021 2022年4月1日 5 2026 紙 事務室 総務部総務課総務係 廃棄

総務課 人事 勤務時間記録簿(非常勤） 勤務時間記録簿（非常勤）(令和3年度） 総務部総務課総務係 2021 2022年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部総務課総務係 廃棄

総務課 管理・運営
学外会議の関係で5年保存が
必要であるもの

学外会議関係綴(令和3年度） 総務部総務課総務係 2021 2022年4月1日 5 2026 紙 事務室 総務部総務課総務係 廃棄

総務課 人事 休暇簿等 休暇簿等(令和3年） 総務部総務課総務係 2021 2022年1月1日 3 2024年末 紙 事務室 総務部総務課総務係 廃棄

総務課 管理・運営
防災訓練の関係で5年保存が
必要であるもの

防災訓練（令和3年度） 総務部総務課総務係 2021 2022年4月1日 5年 2026 紙 事務室 総務部総務課総務係 廃棄

総務課 管理・運営
慶弔の関係で5年保存が必要
であるもの

慶弔関係（令和3年度） 総務部総務課総務係 2021 2022年4月1日 5年 2026 紙 事務室 総務部総務課総務係 廃棄

総務課 管理・運営 一般文書 一般文書（令和3年度） 総務部総務課総務係 2021 2022年4月1日 1年 2022年度末 紙 事務室 総務部総務課総務係 廃棄

総務課 管理・運営
新型コロナウイルスに関する
文部科学省からの諸令達・通
達及び往復書簡で重要なもの

新型コロナウイルス関連綴（令和3年度） 総務部総務課総務係 2021 2022年4月1日 10 2031 紙 事務室 総務部総務課総務係 移管 歴史的緊急事態関連

総務課 管理・運営
こがねい会の関係で5年保存
が必要であるもの

こがねい会（令和3年度） 総務部総務課総務係 2021 2022年4月1日 5 2026 紙 事務室 総務部総務課総務係 廃棄

総務課 管理・運営
地球温暖化対策会議に関する
もの

地球温暖化対策会議（令和3年度） 総務部総務課総務係 2021 2022年4月1日 5 2026 紙 事務室 総務部総務課総務係 廃棄

総務課 管理・運営
東京都特別免許状授与に係
る面接委員に関する通知文書

東京都特別免許状授与に係る面接委員（令和3年度） 総務部総務課総務係 2021 2022年4月1日 3 2024 紙 事務室 総務部総務課総務係 廃棄

総務課 管理・運営
ごみゼロ化推進会議に関する
通知文書

ごみゼロ化推進会議（令和3年度） 総務部総務課総務係 2021 2022年4月1日 3 2024 紙 事務室 総務部総務課総務係 廃棄

総務課 管理・運営
基金会議資料の関係で、30年
保存が必要であるもの

基金会議綴（令和3年度） 総務部総務課基金事務室 2021 2022年4月1日 30年 2050 紙 事務室 総務部総務課広報・基金室広報・基金係 廃棄

総務課 管理・運営 大学概要 東京学芸大学概要（令和3年度） 総務部総務課広報室広報係 2021 2022年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部総務課広報・基金室広報・基金係 廃棄

総務課 管理・運営
大学概要の関係で，5年保存
が必要であるもの

大学概要作成資料（令和3年度） 総務部総務課広報室広報係 2021 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 総務部総務課広報・基金室広報・基金係 廃棄

総務課 会計
謝金の関係で5年保存が必要
であるもの

謝金（令和3年度） 総務部総務課広報室広報係 2021 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 総務部総務課広報・基金室広報・基金係 廃棄

総務課 管理・運営
大学説明会の関係で，5年保
存が必要であるもの

大学説明会2021 総務部総務課広報室広報係 2021 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 総務部総務課広報・基金室広報・基金係 廃棄

総務課 管理・運営
大学院説明会の関係で，5年
保存が必要であるもの

大学院説明会2022 総務部総務課広報室広報係 2021 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 総務部総務課広報・基金室広報・基金係 廃棄

総務課 管理・運営
学芸大関連記事の関係で，5
年保存が必要であるもの

学芸大関連記事（令和3年度） 総務部総務課広報室広報係 2021 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 総務部総務課広報・基金室広報・基金係 廃棄

総務課 管理・運営
文教ニュース・文教速報原稿
の関係で，3年保存が必要で
あるもの

文教ニュース・文教速報原稿（令和3年度） 総務部総務課広報室広報係 2021 2022年4月1日 3年 2026年度末 紙 事務室 総務部総務課広報・基金室広報・基金係 廃棄

総務課 管理・運営
記者クラブの関係で，3年保存
が必要であるもの

記者クラブ（令和3年度） 総務部総務課広報室広報係 2021 2022年4月1日 3年 2026年度末 紙 事務室 総務部総務課広報・基金室広報・基金係 廃棄

総務課 管理・運営
取材申込書の関係で，3年保
存が必要であるもの

取材申込書（令和3年度） 総務部総務課広報室広報係 2021 2022年4月1日 3年 2026年度末 紙 事務室 総務部総務課広報・基金室広報・基金係 廃棄

総務課 管理・運営
模擬授業の関係で，3年保存
が必要であるもの

模擬授業依頼綴（令和3年度） 総務部総務課広報室広報係 2021 2022年4月1日 3年 2026年度末 紙 事務室 総務部総務課広報・基金室広報・基金係 廃棄

総務課 管理・運営
進路説明会の関係で，3年保
存が必要であるもの

進路説明会依頼綴（令和3年度） 総務部総務課広報室広報係 2021 2022年4月1日 3年 2026年度末 紙 事務室 総務部総務課広報・基金室広報・基金係 廃棄

総務課 管理・運営
各種アンケートの関係で，3年
保存が必要であるもの

各種アンケート（令和３年度） 総務部総務課広報室広報係 2021 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 総務部総務課広報・基金室広報・基金係 廃棄

総務課 管理・運営 毎月勤労統計調査 毎月勤労統計調査（令和3年度） 総務部総務課広報室広報係 2021 2022年4月1日 5年 2026年度末
電子媒体:共有
サーバー内

事務室 総務部総務課広報・基金室広報・基金係 廃棄

総務課 管理・運営 学校基本調査 学校基本調査（令和3年度） 総務部総務課広報室広報係 2021 2022年4月1日 10年 2026年度末 紙 事務室 総務部総務課広報・基金室広報・基金係 廃棄

総務課 管理・運営 諸調査・アンケート 諸調査・アンケート（令和3年度） 総務部総務課広報室広報係 2021 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 総務部総務課広報・基金室広報・基金係 廃棄

総務課 管理・運営
新型コロナウイルス関係で5年
保存が必要であると認めるも
の

コロナウイルス関係（令和3年度） 総務部総務課広報室広報係 2021 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 総務部総務課広報・基金室広報・基金係 移管 歴史的緊急事態関連

総務課 管理・運営 印影印刷に関するもの 印影印刷の承認について（令和３年度） 総務部総務課法規係 2021年度 2022年4月1日 3年 2024年度末 紙 事務室 総務部総務課法規係 廃棄

総務課 管理・運営 公印使用簿 公印使用簿（令和３年度） 総務部総務課法規係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 総務部総務課法規係 廃棄

総務課 管理・運営
本学の規程等の制定改廃に
関するもの

例規制定文綴（令和３年） 総務部総務課法規係 2021年 2022年1月1日 30年 2051年末 紙 事務室 総務部総務課法規係 廃棄

総務課 管理・運営 学長の選挙に関するもの 学長選考関係（令和３年度） 総務部総務課法規係 2021年度 2022年4月1日 30年 2051年度末 紙 事務室 総務部総務課法規係 廃棄

総務課 管理・運営 法人文書ファイル管理簿 令和３年度法人文書ファイル管理簿 総務部総務課法規係 2021年度 2022年4月1日 30年 2051年度末 電子 共有サーバ 総務部総務課法規係 廃棄

総務課 管理・運営 公文書に関するもの 公文書等の管理（令和３年度） 総務部総務課法規係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 総務部総務課法規係 廃棄

総務課 管理・運営 職員名簿（保存用） 令和３年度職員名簿 総務部総務課法規係 2021年度 2022年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部総務課法規係 廃棄

総務課 管理・運営 職員名簿の作成に関するもの 職員名簿作成（令和３年度） 総務部総務課法規係 2021年度 2022年4月1日 3年 2024年度末 紙 事務室 総務部総務課法規係 廃棄

総務課 管理・運営
共催及び後援名義に関するも
の

共催及び後援名義等（令和３年度） 総務部総務課法規係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 総務部総務課法規係 廃棄

総務課 管理・運営 電報に関するもの 電報原議書（令和３年度） 総務部総務課法規係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 総務部総務課法規係 廃棄

総務課 管理・運営 文書件名簿 令和３年度文書件名簿 総務部総務課法規係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 電子 共有サーバ 総務部総務課法規係 廃棄

総務課 管理・運営
危機管理会議に関するもので
重要なもの

危機管理委員会（令和３年度） 総務部総務課法規係 2021年度 2022年4月1日 10年 2031年度末 紙 事務室 総務部総務課法規係 廃棄

総務課 管理・運営 AEDに関するもの AED管理（令和３年度） 総務部総務課法規係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 総務部総務課法規係 廃棄

総務課 管理・運営 防犯カメラに関するもの 防犯カメラ（令和３年度） 総務部総務課法規係 2021年度 2022年4月1日 10年 2031年度末 紙 事務室 総務部総務課法規係 廃棄

総務課 管理・運営
顧問弁護士の相談に関するも
の

顧問弁護士（令和３年度） 総務部総務課法規係 2021年度 2022年4月1日 10年 2031年度末 紙 事務室 総務部総務課法規係 廃棄

総務課 管理・運営 文部科学省からの通達 法令等通達（令和３年度） 総務部総務課法規係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 総務部総務課法規係 廃棄

総務課 管理・運営 一般文書 一般文書（令和３年度） 総務部総務課法規係 2021年度 2022年4月1日 1年 2022年度末 紙 事務室 総務部総務課法規係 廃棄

総務課 管理・運営 郵便物に関するもの 郵便物発送依頼票（令和３年度） 総務部総務課法規係 2021年度 2022年4月1日 3年 2024年度末 紙 事務室 総務部総務課法規係 廃棄

総務課 管理・運営 郵便物に関するもの 郵便事故証紙報告書（令和３年度） 総務部総務課法規係 2021年度 2022年4月1日 3年 2024年度末 紙 事務室 総務部総務課法規係 廃棄

総務課 管理・運営 郵便物に関するもの 令和３年度郵券等請求伝票 総務部総務課法規係 2021年度 2022年4月1日 3年 2024年度末 紙 事務室 総務部総務課法規係 廃棄

総務課 管理・運営 郵便物に関するもの 郵便料金計器計示額報告書（令和３年度） 総務部総務課法規係 2021年度 2022年4月1日 3年 2024年度末 紙 事務室 総務部総務課法規係 廃棄

総務課 管理・運営 郵便物に関するもの 郵券等受払簿（令和３年度） 総務部総務課法規係 2021年度 2022年4月1日 3年 2024年度末 紙 事務室 総務部総務課法規係 廃棄
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部局名 １）大分類 ２）中分類 ３）小分類（法人文書ファイル名） ４）作成・取得者
５）作成・取得年度
等

６）起算日 ７）保存期間
８）保存期間
    満了時期

９）媒体の種別 10）保存場所 11）管理担当課・係
12)保存期間満
了時の措置

備考

総務課 管理・運営 郵便物に関するもの 郵便関連文書（令和３年度） 総務部総務課法規係 2021年度 2022年4月1日 3年 2024年度末 紙 事務室 総務部総務課法規係 廃棄

総務課 管理・運営 郵便物に関するもの ハスラー表示金額計算書（令和３年度） 総務部総務課法規係 2021年度 2022年4月1日 3年 2024年度末 紙 事務室 総務部総務課法規係 廃棄

総務課 管理・運営 郵便物に関するもの 書留郵便物収受簿（令和３年度） 総務部総務課法規係 2021年度 2022年4月1日 3年 2024年度末 紙 事務室 総務部総務課法規係 廃棄

総務課 管理・運営 郵便物に関するもの 書留郵便物受領証（令和３年度） 総務部総務課法規係 2021年度 2022年4月1日 3年 2024年度末 紙 事務室 総務部総務課法規係 廃棄

総務課 管理・運営 郵便物に関するもの 入学願書書留収受簿（令和３年度） 総務部総務課法規係 2021年度 2022年4月1日 3年 2024年度末 紙 事務室 総務部総務課法規係 廃棄

総務課 管理・運営 郵便物に関するもの KAGAC事務局関係書類書留収受簿（令和３年度） 総務部総務課法規係 2021年度 2022年4月1日 3年 2024年度末 紙 事務室 総務部総務課法規係 廃棄

総務課 管理・運営 郵便物に関するもの 司書教諭講習申込書書留収受簿（令和３年度） 総務部総務課法規係 2021年度 2022年4月1日 3年 2024年度末 紙 事務室 総務部総務課法規係 廃棄

総務課 管理・運営 郵便物に関するもの 教育実習関係書類書留収受簿（令和３年度） 総務部総務課法規係 2021年度 2022年4月1日 3年 2024年度末 紙 事務室 総務部総務課法規係 廃棄

総務課 管理・運営 郵便物に関するもの 学生関係提出書類書留収受簿（令和３年度） 総務部総務課法規係 2021年度 2022年4月1日 3年 2024年度末 紙 事務室 総務部総務課法規係 廃棄

総務課 管理・運営 郵便物に関するもの マイナンバー収受簿（令和３年度） 総務部総務課法規係 2021年度 2022年4月1日 3年 2024年度末 紙 事務室 総務部総務課法規係 廃棄

総務課 管理・運営 情報公開に関するもの 情報公開関係（令和３年度） 総務部総務課法規係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 総務部総務課法規係 廃棄

総務課 管理・運営 個人情報に関するもの 個人情報関係（令和３年度） 総務部総務課法規係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 総務部総務課法規係 廃棄

総務課 管理・運営 無人航空機に関するもの 無人航空機（ドローン）の飛行計画（令和３年度） 総務部総務課法規係 2021年度 2022年4月1日 10年 2031年度末 紙 事務室 総務部総務課法規係 廃棄

総務課 管理・運営 DXに関するもの 大学運営DXプロジェクト文書管理体制検討WG 総務部総務課法規係 2021年度 2022年4月1日 10年 2031年度末 紙 事務室 総務部総務課法規係 廃棄

人事課 人事 人事記録及び附属書類 人事記録及び附属書類（常勤職員）（各年度） 総務部人事課任用係 2000年度 2001年4月1日 無期限 紙 倉庫1 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事 人事記録及び附属書類 人事記録及び附属書類（常勤職員）（平成13年度） 総務部人事課任用係 2001年度 2002年4月1日 無期限 紙 倉庫1 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事 人事記録及び附属書類 人事記録及び附属書類（常勤職員）（平成14年度） 総務部人事課任用係 2002年度 2003年4月1日 無期限 紙 倉庫1 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事 人事記録及び附属書類 人事記録及び附属書類（常勤職員）（平成15年度） 総務部人事課任用係 2003年度 2004年4月1日 無期限 紙 倉庫1 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事 人事記録及び附属書類 人事記録及び附属書類（常勤職員）（平成16年度） 総務部人事課人事係 2004年度 2005年4月1日 無期限 紙 倉庫1 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事 人事記録及び附属書類 人事記録及び附属書類（常勤職員）（平成17年度） 総務部人事課人事係 2005年度 2006年4月1日 無期限 紙 倉庫1 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事 人事記録及び附属書類 人事記録及び附属書類（常勤職員）（平成18年度） 総務部人事課人事係 2006年度 2007年4月1日 無期限 紙 倉庫1 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事 人事記録及び附属書類 人事記録及び附属書類（常勤職員）（平成19年度） 総務部人事課人事係 2007年度 2008年4月1日 無期限 紙 倉庫1 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事 人事記録及び附属書類 人事記録及び附属書類（常勤職員）（平成20年度） 総務部人事課人事係 2008年度 2009年4月1日 無期限 紙 倉庫1 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事 人事記録及び附属書類 人事記録及び附属書類（常勤職員）（平成21年度） 総務部人事課人事係 2009年度 2010年4月1日 無期限 紙 倉庫1 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事 人事記録及び附属書類 人事記録及び附属書類（常勤職員）（平成22年度） 総務部人事課人事係 2010年度 2011年4月1日 無期限 紙 倉庫1 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事 人事記録及び附属書類 人事記録及び附属書類（常勤職員）（平成23年度） 総務部人事課人事係 2011年度 2012年4月1日 無期限 紙 倉庫1 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事 人事記録及び附属書類 人事記録及び附属書類（常勤職員）（平成24年度） 総務部人事課人事係 2012年度 2013年4月1日 無期限 紙 倉庫1 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事 人事記録及び附属書類 人事記録及び附属書類（常勤職員）（平成25年度） 総務部人事課人事係 2013年度 2014年4月1日 無期限 紙 倉庫1 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事 人事記録及び附属書類 人事記録及び附属書類（常勤職員）（平成26年度） 総務部人事課人事係 2014年度 2015年4月1日 無期限 紙 倉庫1 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事 人事記録及び附属書類 人事記録及び附属書類（常勤職員）（平成27年度） 総務部人事課人事係 2015年度 2016年4月1日 無期限 紙 倉庫1 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事 人事記録及び附属書類 人事記録及び附属書類（常勤職員）（平成28年度） 総務部人事課人事係 2016年度 2017年4月1日 無期限 紙 倉庫1 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事 人事記録及び附属書類 人事記録及び附属書類（常勤職員）（平成29年度） 総務部人事課人事係 2017年度 2018年4月1日 無期限 紙 倉庫1 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事 人事記録及び附属書類 人事記録及び附属書類（常勤職員）（平成30年度） 総務部人事課人事係 2018年度 2019年4月1日 無期限 紙 倉庫1 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事 採用等発令に関するもの 大学教官発令綴（各年度） 総務部人事課任用係 2000年度 2001年4月1日 無期限 紙 倉庫3 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事 採用等発令に関するもの 大学教官発令綴（平成13年度） 総務部人事課任用係 2001年度 2002年4月1日 無期限 紙 倉庫3 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事 採用等発令に関するもの 大学教官発令綴（平成14年度） 総務部人事課任用係 2002年度 2003年4月1日 無期限 紙 倉庫3 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事 採用等発令に関するもの 大学教官発令綴（平成15年度） 総務部人事課任用係 2003年度 2004年4月1日 無期限 紙 倉庫3 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事 採用等発令に関するもの 大学教員発令綴（平成16年度） 総務部人事課人事係 2004年度 2005年4月1日 無期限 紙 倉庫1 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事 採用等発令に関するもの 大学教員発令綴（平成17年度） 総務部人事課人事係 2005年度 2006年4月1日 無期限 紙 倉庫1 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事 採用等発令に関するもの 大学教員発令綴（平成18年度） 総務部人事課人事係 2006年度 2007年4月1日 無期限 紙 倉庫1 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事 採用等発令に関するもの 大学教員発令綴（平成19年度） 総務部人事課人事係 2007年度 2008年4月1日 無期限 紙 倉庫1 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事 採用等発令に関するもの 大学教員発令綴（平成20年度） 総務部人事課人事係 2008年度 2009年4月1日 無期限 紙 倉庫1 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事 採用等発令に関するもの 大学教員発令綴（平成21年度） 総務部人事課人事係 2009年度 2010年4月1日 無期限 紙 倉庫1 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事 採用等発令に関するもの 大学教員発令綴（平成22年度） 総務部人事課人事係 2010年度 2011年4月1日 無期限 紙 倉庫1 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事 採用等発令に関するもの 大学教員発令綴（平成23年度） 総務部人事課人事係 2011年度 2012年4月1日 無期限 紙 倉庫1 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事 採用等発令に関するもの 大学教員発令綴（平成24年度） 総務部人事課人事係 2012年度 2013年4月1日 無期限 紙 倉庫1 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事 採用等発令に関するもの 大学教員発令綴（平成25年度） 総務部人事課人事係 2013年度 2014年4月1日 無期限 紙 倉庫1 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事 採用等発令に関するもの 大学教員発令綴（平成26年度） 総務部人事課人事係 2014年度 2015年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事 採用等発令に関するもの 大学教員発令綴（平成27年度） 総務部人事課人事係 2015年度 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事 採用等発令に関するもの 大学教員発令綴（平成28年度） 総務部人事課人事係 2016年度 2017年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事 採用等発令に関するもの 大学教員発令綴（平成29年度） 総務部人事課人事係 2017年度 2018年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事 採用等発令に関するもの 大学教員発令綴（平成30年度） 総務部人事課人事係 2018年度 2019年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事 採用等発令に関するもの 附属教官発令綴（各年度） 総務部人事課任用係 2000年度 2001年4月1日 無期限 紙 倉庫3 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事 採用等発令に関するもの 附属教官発令綴（平成13年度） 総務部人事課任用係 2001年度 2002年4月1日 無期限 紙 倉庫3 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事 採用等発令に関するもの 附属教官発令綴（平成14年度） 総務部人事課任用係 2002年度 2003年4月1日 無期限 紙 倉庫3 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事 採用等発令に関するもの 附属教官発令綴（平成15年度） 総務部人事課任用係 2003年度 2004年4月1日 無期限 紙 倉庫3 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事 採用等発令に関するもの 附属教員発令綴（平成16年度） 総務部人事課人事係 2004年度 2005年4月1日 無期限 紙 倉庫1 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事 採用等発令に関するもの 附属教員発令綴（平成17年度） 総務部人事課人事係 2005年度 2006年4月1日 無期限 紙 倉庫1 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事 採用等発令に関するもの 附属教員発令綴（平成18年度） 総務部人事課人事係 2006年度 2007年4月1日 無期限 紙 倉庫1 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事 採用等発令に関するもの 附属教員発令綴（平成19年度） 総務部人事課人事係 2007年度 2008年4月1日 無期限 紙 倉庫1 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事 採用等発令に関するもの 附属教員発令綴（平成20年度） 総務部人事課人事係 2008年度 2009年4月1日 無期限 紙 倉庫1 総務部人事課人事係 廃棄
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備考

人事課 人事 採用等発令に関するもの 附属教員発令綴（平成21年度） 総務部人事課人事係 2009年度 2010年4月1日 無期限 紙 倉庫1 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事 採用等発令に関するもの 附属教員発令綴（平成22年度） 総務部人事課人事係 2010年度 2011年4月1日 無期限 紙 倉庫1 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事 採用等発令に関するもの 附属教員発令綴（平成23年度） 総務部人事課人事係 2011年度 2012年4月1日 無期限 紙 倉庫1 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事 採用等発令に関するもの 附属教員発令綴（平成24年度） 総務部人事課人事係 2012年度 2013年4月1日 無期限 紙 倉庫1 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事 採用等発令に関するもの 附属教員発令綴（平成25年度） 総務部人事課人事係 2013年度 2014年4月1日 無期限 紙 倉庫1 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事 採用等発令に関するもの 附属教員発令綴（平成26年度） 総務部人事課人事係 2014年度 2015年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事 採用等発令に関するもの 附属教員発令綴（平成27年度） 総務部人事課人事係 2015年度 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事 採用等発令に関するもの 附属教員発令綴（平成28年度） 総務部人事課人事係 2016年度 2017年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事 採用等発令に関するもの 附属教員発令綴（平成29年度）① 総務部人事課人事係 2017年度 2018年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事 採用等発令に関するもの 附属教員発令綴（平成29年度）② 総務部人事課人事係 2017年度 2018年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事 採用等発令に関するもの 附属教員発令綴（平成30年度）① 総務部人事課人事係 2018年度 2019年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事 採用等発令に関するもの 附属教員発令綴（平成30年度）② 総務部人事課人事係 2018年度 2019年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事 採用等発令に関するもの 事務系職員発令綴（各年度） 総務部人事課任用係 2000年度 2001年4月1日 無期限 紙 倉庫3 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事 採用等発令に関するもの 事務系職員発令綴（平成13年度） 総務部人事課任用係 2001年度 2002年4月1日 無期限 紙 倉庫3 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事 採用等発令に関するもの 事務系職員発令綴（平成14年度） 総務部人事課任用係 2002年度 2003年4月1日 無期限 紙 倉庫3 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事 採用等発令に関するもの 事務系職員発令綴（平成15年度） 総務部人事課任用係 2003年度 2004年4月1日 無期限 紙 倉庫3 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事 採用等発令に関するもの 事務系職員発令綴（平成16年度） 総務部人事課人事係 2004年度 2005年4月1日 無期限 紙 倉庫1 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事 採用等発令に関するもの 事務系職員発令綴（平成17年度） 総務部人事課人事係 2005年度 2006年4月1日 無期限 紙 倉庫1 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事 採用等発令に関するもの 事務系職員発令綴（平成18年度） 総務部人事課人事係 2006年度 2007年4月1日 無期限 紙 倉庫1 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事 採用等発令に関するもの 事務系職員発令綴（平成19年度） 総務部人事課人事係 2007年度 2008年4月1日 無期限 紙 倉庫1 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事 採用等発令に関するもの 事務職員発令綴（平成20年度） 総務部人事課人事係 2008年度 2009年4月1日 無期限 紙 倉庫1 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事 採用等発令に関するもの 事務職員発令綴（平成21年度） 総務部人事課人事係 2009年度 2010年4月1日 無期限 紙 倉庫1 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事 採用等発令に関するもの 事務職員発令綴（平成22年度） 総務部人事課人事係 2010年度 2011年4月1日 無期限 紙 倉庫1 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事 採用等発令に関するもの 事務職員発令綴（平成23年度） 総務部人事課人事係 2011年度 2012年4月1日 無期限 紙 倉庫1 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事 採用等発令に関するもの 事務職員発令綴（平成24年度） 総務部人事課人事係 2012年度 2013年4月1日 無期限 紙 倉庫1 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事 採用等発令に関するもの 事務職員発令綴（平成25年度） 総務部人事課人事係 2013年度 2014年4月1日 無期限 紙 倉庫1 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事 採用等発令に関するもの 事務職員発令綴（平成26年度） 総務部人事課人事係 2014年度 2015年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事 採用等発令に関するもの 事務職員発令綴（平成27年度） 総務部人事課人事係 2015年度 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事 採用等発令に関するもの 事務職員発令綴（平成28年度） 総務部人事課人事係 2016年度 2017年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事 採用等発令に関するもの 事務職員発令綴（平成29年度） 総務部人事課人事係 2017年度 2018年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事 採用等発令に関するもの 事務職員発令綴（平成30年度） 総務部人事課人事係 2018年度 2019年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
連合学校教育学研究科発令
の関係で無期限保存が必要
であるもの

連合学校教育学研究科発令等（各年度） 総務部人事課任用係 2000年度 2001年4月1日 無期限 紙 倉庫2 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
連合学校教育学研究科発令
の関係で無期限保存が必要
であるもの

連合学校教育学研究科発令等（平成13年度） 総務部人事課任用係 2001年度 2002年4月1日 無期限 紙 倉庫2 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
連合学校教育学研究科発令
の関係で無期限保存が必要
であるもの

連合学校教育学研究科発令等（平成14年度） 総務部人事課任用係 2002年度 2003年4月1日 無期限 紙 倉庫2 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
連合学校教育学研究科発令
の関係で無期限保存が必要
であるもの

連合学校教育学研究科発令等（平成15年度） 総務部人事課任用係 2003年度 2004年4月1日 無期限 紙 倉庫2 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
連合学校教育学研究科発令
の関係で無期限保存が必要
であるもの

連合学校教育学研究科発令等（平成16年度） 総務部人事課人事係 2004年度 2005年4月1日 無期限 紙 倉庫2 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
連合学校教育学研究科発令
の関係で無期限保存が必要
であるもの

連合学校教育学研究科発令等（平成17年度） 総務部人事課人事係 2005年度 2006年4月1日 無期限 紙 倉庫2 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
連合学校教育学研究科発令
の関係で無期限保存が必要
であるもの

連合学校教育学研究科発令等（平成18年度） 総務部人事課人事係 2006年度 2007年4月1日 無期限 紙 倉庫2 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
連合学校教育学研究科発令
の関係で無期限保存が必要
であるもの

連合学校教育学研究科発令等（平成19年度） 総務部人事課人事係 2007年度 2008年4月1日 無期限 紙 倉庫2 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
連合学校教育学研究科発令
の関係で無期限保存が必要
であるもの

連合学校教育学研究科発令等（平成20年度） 総務部人事課人事係 2008年度 2009年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
連合学校教育学研究科発令
の関係で無期限保存が必要
であるもの

連合学校教育学研究科発令等（平成21年度） 総務部人事課人事係 2009年度 2010年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
連合学校教育学研究科発令
の関係で無期限保存が必要
であるもの

連合学校教育学研究科発令等（平成22年度） 総務部人事課人事係 2010年度 2011年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
連合学校教育学研究科発令
の関係で無期限保存が必要
であるもの

連合学校教育学研究科発令等（平成23年度） 総務部人事課人事係 2011年度 2012年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
連合学校教育学研究科発令
の関係で無期限保存が必要
であるもの

連合学校教育学研究科発令等（平成24年度） 総務部人事課人事係 2012年度 2013年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
連合学校教育学研究科発令
の関係で無期限保存が必要
であるもの

連合学校教育学研究科発令等（平成25年度） 総務部人事課人事係 2013年度 2014年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
連合学校教育学研究科発令
の関係で無期限保存が必要
であるもの

連合学校教育学研究科発令等（平成26年度） 総務部人事課人事係 2014年度 2015年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
連合学校教育学研究科発令
の関係で無期限保存が必要
であるもの

連合学校教育学研究科発令等（平成27年度） 総務部人事課人事係 2015年度 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
連合学校教育学研究科発令
の関係で無期限保存が必要
であるもの

連合学校教育学研究科発令等（平成28年度） 総務部人事課人事係 2016年度 2017年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
連合学校教育学研究科発令
の関係で無期限保存が必要
であるもの

連合学校教育学研究科発令等（平成29年度） 総務部人事課人事係 2017年度 2018年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
連合学校教育学研究科発令
の関係で無期限保存が必要
であるもの

連合学校教育学研究科発令等（平成30年度） 総務部人事課人事係 2018年度 2019年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事 採用等開設申請に関するもの 開設申請台帳（各年度） 総務部人事課任用係 2000年度 2001年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事 採用等開設申請に関するもの 開設申請台帳（平成13年度） 総務部人事課任用係 2001年度 2002年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事 採用等開設申請に関するもの 開設申請台帳（平成14年度） 総務部人事課任用係 2002年度 2003年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事 採用等開設申請に関するもの 開設申請台帳（平成15年度） 総務部人事課任用係 2003年度 2004年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事 採用等開設申請に関するもの 開設申請台帳（平成16年度） 総務部人事課人事係 2004年度 2005年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事 採用等開設申請に関するもの 開設申請台帳（平成17年度） 総務部人事課人事係 2005年度 2006年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事 採用等開設申請に関するもの 開設申請台帳（平成18年度） 総務部人事課人事係 2006年度 2007年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事 採用等開設申請に関するもの 開設申請台帳（平成19年度） 総務部人事課人事係 2007年度 2008年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事 採用等開設申請に関するもの 開設申請台帳（平成20年度） 総務部人事課人事係 2008年度 2009年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事 採用等開設申請に関するもの 開設申請台帳（平成21年度） 総務部人事課人事係 2009年度 2010年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事 採用等開設申請に関するもの 開設申請台帳（平成22年度） 総務部人事課人事係 2010年度 2011年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄
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部局名 １）大分類 ２）中分類 ３）小分類（法人文書ファイル名） ４）作成・取得者
５）作成・取得年度
等

６）起算日 ７）保存期間
８）保存期間
    満了時期

９）媒体の種別 10）保存場所 11）管理担当課・係
12)保存期間満
了時の措置

備考

人事課 人事 採用等開設申請に関するもの 開設申請台帳（平成23年度） 総務部人事課人事係 2011年度 2012年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事 採用等開設申請に関するもの 開設申請台帳（平成24年度） 総務部人事課人事係 2012年度 2013年4月1日 無期限
電子:共有サー
バー内

事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事 採用等開設申請に関するもの 開設申請台帳（平成25年度） 総務部人事課人事係 2013年度 2014年4月1日 無期限
電子:共有サー
バー内

事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事 採用等開設申請に関するもの 開設申請台帳（平成26年度） 総務部人事課人事係 2014年度 2015年4月1日 無期限
電子:共有サー
バー内

事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事 採用等開設申請に関するもの 開設申請台帳（平成27年度） 総務部人事課人事係 2015年度 2016年4月1日 無期限
電子:共有サー
バー内

事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事 採用等開設申請に関するもの 開設申請台帳（平成28年度） 総務部人事課人事係 2016年度 2017年4月1日 無期限
電子:共有サー
バー内

事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事 採用等開設申請に関するもの 開設申請台帳（平成29年度） 総務部人事課人事係 2017年度 2018年4月1日 無期限
電子:共有サー
バー内

事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事 採用等開設申請に関するもの 開設申請台帳（平成30年度） 総務部人事課人事係 2018年度 2019年4月1日 無期限
電子:共有サー
バー内

事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事 採用等開設申請に関するもの 大学院担当開設申請台帳（各年度） 総務部人事課任用係 2000年度 2001年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事 採用等開設申請に関するもの 大学院担当開設申請台帳（平成13年度） 総務部人事課任用係 2001年度 2002年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事 採用等開設申請に関するもの 大学院担当開設申請台帳（平成14年度） 総務部人事課任用係 2002年度 2003年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事 採用等開設申請に関するもの 大学院担当開設申請台帳（平成15年度） 総務部人事課任用係 2003年度 2004年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事 採用等開設申請に関するもの 大学院担当開設申請台帳（平成16年度） 総務部人事課人事係 2004年度 2005年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事 採用等開設申請に関するもの 大学院担当開設申請台帳（平成17年度） 総務部人事課人事係 2005年度 2006年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事 採用等開設申請に関するもの 大学院担当開設申請台帳（平成18年度） 総務部人事課人事係 2006年度 2007年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事 採用等開設申請に関するもの 大学院担当開設申請台帳（平成19年度） 総務部人事課人事係 2007年度 2008年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事 採用等開設申請に関するもの 大学院担当開設申請台帳（平成20年度） 総務部人事課人事係 2008年度 2009年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事 採用等開設申請に関するもの 大学院担当開設申請台帳（平成21年度） 総務部人事課人事係 2009年度 2010年4月1日 無期限
電子:共有サー
バー内

事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事 採用等開設申請に関するもの 大学院担当開設申請台帳（平成22年度） 総務部人事課人事係 2010年度 2011年4月1日 無期限
電子:共有サー
バー内

事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事 採用等開設申請に関するもの 大学院担当開設申請台帳（平成23年度） 総務部人事課人事係 2011年度 2012年4月1日 無期限
電子:共有サー
バー内

事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事 採用等開設申請に関するもの 大学院担当開設申請台帳（平成24年度） 総務部人事課人事係 2012年度 2013年4月1日 無期限
電子:共有サー
バー内

事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事 採用等開設申請に関するもの 大学院担当開設申請台帳（平成25年度） 総務部人事課人事係 2013年度 2014年4月1日 無期限
電子:共有サー
バー内

事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事 採用等開設申請に関するもの 大学院担当開設申請台帳（平成26年度） 総務部人事課人事係 2014年度 2015年4月1日 無期限
電子:共有サー
バー内

事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事 採用等開設申請に関するもの 大学院担当開設申請台帳（平成27年度） 総務部人事課人事係 2015年度 2016年4月1日 無期限
電子:共有サー
バー内

事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事 採用等開設申請に関するもの 大学院担当開設申請台帳（平成28年度） 総務部人事課人事係 2016年度 2017年4月1日 無期限
電子:共有サー
バー内

事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事 採用等開設申請に関するもの 大学院担当開設申請台帳（平成29年度） 総務部人事課人事係 2017年度 2018年4月1日 無期限
電子:共有サー
バー内

事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事 採用等開設申請に関するもの 大学院担当開設申請台帳（平成30年度） 総務部人事課人事係 2018年度 2019年4月1日 無期限
電子:共有サー
バー内

事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事 採用等開設申請に関するもの 戦略的配置教員開設申請台帳（平成21年度） 総務部人事課人事係 2009年度 2010年4月1日 無期限
電子:共有サー
バー内

事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事 採用等開設申請に関するもの 戦略的配置教員開設申請台帳（平成22年度） 総務部人事課人事係 2010年度 2011年4月1日 無期限
電子:共有サー
バー内

事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事 採用等開設申請に関するもの 戦略的配置教員開設申請台帳（平成23年度） 総務部人事課人事係 2011年度 2012年4月1日 無期限
電子:共有サー
バー内

事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事 採用等開設申請に関するもの 戦略的配置教員開設申請台帳（平成24年度） 総務部人事課人事係 2012年度 2013年4月1日 無期限
電子:共有サー
バー内

事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事 採用等開設申請に関するもの 戦略的配置教員開設申請台帳（平成25年度） 総務部人事課人事係 2013年度 2014年4月1日 無期限
電子:共有サー
バー内

事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事 採用等開設申請に関するもの 戦略的配置教員開設申請台帳（平成26年度） 総務部人事課人事係 2014年度 2015年4月1日 無期限
電子:共有サー
バー内

事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事 採用等開設申請に関するもの 戦略的配置教員開設申請台帳（平成27年度） 総務部人事課人事係 2015年度 2016年4月1日 無期限
電子:共有サー
バー内

事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事 採用等開設申請に関するもの 戦略的配置教員開設申請台帳（平成28年度） 総務部人事課人事係 2016年度 2017年4月1日 無期限
電子:共有サー
バー内

事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事 採用等開設申請に関するもの 戦略的配置教員開設申請台帳（平成29年度） 総務部人事課人事係 2017年度 2018年4月1日 無期限
電子:共有サー
バー内

事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事 採用等開設申請に関するもの 戦略的配置教員開設申請台帳（平成30年度） 総務部人事課人事係 2018年度 2019年4月1日 無期限
電子:共有サー
バー内

事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事 採用等開設申請に関するもの 教職大学院開設申請台帳（平成25年度） 総務部人事課人事係 2013年度 2014年4月1日 無期限
電子:共有サー
バー内

事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事 採用等開設申請に関するもの 教職大学院開設申請台帳（平成26年度） 総務部人事課人事係 2014年度 2015年4月1日 無期限
電子:共有サー
バー内

事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事 採用等開設申請に関するもの 教職大学院開設申請台帳（平成27年度） 総務部人事課人事係 2015年度 2016年4月1日 無期限
電子:共有サー
バー内

事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事 採用等開設申請に関するもの 教職大学院開設申請台帳（平成28年度） 総務部人事課人事係 2016年度 2017年4月1日 無期限
電子:共有サー
バー内

事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事 採用等開設申請に関するもの 教職大学院開設申請台帳（平成29年度） 総務部人事課人事係 2017年度 2018年4月1日 無期限
電子:共有サー
バー内

事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事 採用等開設申請に関するもの 教職大学院開設申請台帳（平成30年度） 総務部人事課人事係 2018年度 2019年4月1日 無期限
電子:共有サー
バー内

事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成13年度非常勤出勤簿 総務部人事課任用係 2001年度 2002年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成27年度非常勤職員勤務時間記録簿 総務部人事課人事係 2015年度 2016年4月1日 無期限 紙 倉庫1 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成28年度非常勤職員勤務時間記録簿 総務部人事課人事係 2016年度 2017年4月1日 無期限 紙 倉庫1 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成29年度非常勤職員勤務時間記録簿 総務部人事課人事係 2017年度 2018年4月1日 無期限 紙 倉庫1 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成30年度非常勤職員勤務時間記録簿 総務部人事課人事係 2018年度 2019年4月1日 無期限 紙 倉庫1 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
定員現員表の関係で無期限
保存が必要であるもの

定員現員表（各年度） 総務部人事課任用係 2000年度 2001年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
定員現員表の関係で無期限
保存が必要であるもの

定員現員表（平成14年度） 総務部人事課任用係 2002年度 2003年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
定員現員表の関係で無期限
保存が必要であるもの

定員現員表（平成15年度） 総務部人事課任用係 2003年度 2004年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
定員現員表の関係で無期限
保存が必要であるもの

定員現員表（平成16年度） 総務部人事課人事係 2004年度 2005年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
定員現員表の関係で無期限
保存が必要であるもの

定員現員表（平成17年度） 総務部人事課人事係 2005年度 2006年4月1日 無期限
電子:共有サー
バー内

事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
定員現員表の関係で無期限
保存が必要であるもの

定員現員表（平成18年度） 総務部人事課人事係 2006年度 2007年4月1日 無期限
電子:共有サー
バー内

事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
定員現員表の関係で無期限
保存が必要であるもの

定員現員表（平成19年度） 総務部人事課人事係 2007年度 2008年4月1日 無期限
電子:共有サー
バー内

事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
定員現員表の関係で無期限
保存が必要であるもの

定員現員表（平成20年度） 総務部人事課人事係 2008年度 2009年4月1日 無期限
電子:共有サー
バー内

事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
定員現員表の関係で無期限
保存が必要であるもの

定員現員表（平成21年度） 総務部人事課人事係 2009年度 2010年4月1日 無期限
電子:共有サー
バー内

事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
定員現員表の関係で無期限
保存が必要であるもの

定員現員表（平成22年度） 総務部人事課人事係 2010年度 2011年4月1日 無期限
電子:共有サー
バー内

事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
定員現員表の関係で無期限
保存が必要であるもの

定員現員表（平成23年度） 総務部人事課人事係 2011年度 2012年4月1日 無期限
電子:共有サー
バー内

事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
定員現員表の関係で無期限
保存が必要であるもの

定員現員表（平成24年度） 総務部人事課人事係 2012年度 2013年4月1日 無期限
電子:共有サー
バー内

事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
定員現員表の関係で無期限
保存が必要であるもの

定員現員表（平成25年度） 総務部人事課人事係 2013年度 2014年4月1日 無期限
電子:共有サー
バー内

事務室 総務部人事課人事係 廃棄
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人事課 人事
定員現員表の関係で無期限
保存が必要であるもの

定員現員表（平成26年度） 総務部人事課人事係 2014年度 2015年4月1日 無期限
電子:共有サー
バー内

事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
定員現員表の関係で無期限
保存が必要であるもの

定員現員表（平成27年度） 総務部人事課人事係 2015年度 2016年4月1日 無期限
電子:共有サー
バー内

事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
定員現員表の関係で無期限
保存が必要であるもの

定員現員表（平成28年度） 総務部人事課人事係 2016年度 2017年4月1日 無期限
電子:共有サー
バー内

事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
定員現員表の関係で無期限
保存が必要であるもの

定員現員表（平成29年度） 総務部人事課人事係 2017年度 2018年4月1日 無期限
電子:共有サー
バー内

事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
定員現員表の関係で無期限
保存が必要であるもの

定員現員表（平成30年度） 総務部人事課人事係 2018年度 2019年4月1日 無期限
電子:共有サー
バー内

事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
任免の関係で無期限保存が
必要であるもの

任免台帳（各年度） 総務部人事課任用係 2000年度 2001年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
任免の関係で無期限保存が
必要であるもの

任免台帳（平成14年度） 総務部人事課任用係 2002年度 2003年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
任免の関係で無期限保存が
必要であるもの

任免台帳（平成15年度） 総務部人事課任用係 2003年度 2004年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
任免の関係で無期限保存が
必要であるもの

任免台帳（平成16年度） 総務部人事課人事係 2004年度 2005年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
任免の関係で無期限保存が
必要であるもの

任免台帳（平成17年度） 総務部人事課人事係 2005年度 2006年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
任免の関係で無期限保存が
必要であるもの

任免台帳（平成18年度） 総務部人事課人事係 2006年度 2007年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
任免の関係で無期限保存が
必要であるもの

任免台帳（平成19年度） 総務部人事課人事係 2007年度 2008年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
任免の関係で無期限保存が
必要であるもの

任免台帳（平成20年度） 総務部人事課人事係 2008年度 2009年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
任免の関係で無期限保存が
必要であるもの

任免台帳（平成21年度） 総務部人事課人事係 2009年度 2010年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
任免の関係で無期限保存が
必要であるもの

任免台帳（平成22年度） 総務部人事課人事係 2010年度 2011年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
任免の関係で無期限保存が
必要であるもの

任免台帳（平成23年度） 総務部人事課人事係 2011年度 2012年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
任免の関係で無期限保存が
必要であるもの

任免台帳（平成24年度） 総務部人事課人事係 2012年度 2013年4月1日 無期限
電子:共有サー
バー内

事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
任免の関係で無期限保存が
必要であるもの

任免台帳（平成25年度） 総務部人事課人事係 2013年度 2014年4月1日 無期限
電子:共有サー
バー内

事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
任免の関係で無期限保存が
必要であるもの

任免台帳（平成26年度） 総務部人事課人事係 2014年度 2015年4月1日 無期限
電子:共有サー
バー内

事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
任免の関係で無期限保存が
必要であるもの

任免台帳（平成27年度） 総務部人事課人事係 2015年度 2016年4月1日 無期限
電子:共有サー
バー内

事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
任免の関係で無期限保存が
必要であるもの

任免台帳（平成28年度） 総務部人事課人事係 2016年度 2017年4月1日 無期限
電子:共有サー
バー内

事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
任免の関係で無期限保存が
必要であるもの

任免台帳（平成29年度） 総務部人事課人事係 2017年度 2018年4月1日 無期限
電子:共有サー
バー内

事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
任免の関係で無期限保存が
必要であるもの

任免台帳（平成30年度） 総務部人事課人事係 2018年度 2019年4月1日 無期限
電子:共有サー
バー内

事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
就業規則の関係で無期限保
存が必要であるもの

就業規則関係資料 人事課任用係 2003年度 2004年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
就業規則の関係で無期限保
存が必要であるもの

就業規則関係資料（平成16年度） 総務部人事課人事係 2004年度 2005年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
就業規則の関係で無期限保
存が必要であるもの

就業規則関係資料（平成17年度） 総務部人事課人事係 2005年度 2006年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
就業規則の関係で無期限保
存が必要であるもの

就業規則関係資料（平成18年度） 総務部人事課人事係 2006年度 2007年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
就業規則の関係で無期限保
存が必要であるもの

就業規則関係資料（平成19年度） 総務部人事課人事係 2007年度 2008年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
就業規則の関係で無期限保
存が必要であるもの

就業規則関係資料（平成20年度） 総務部人事課人事係 2008年度 2009年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
就業規則の関係で無期限保
存が必要であるもの

就業規則関係資料（平成21年度） 総務部人事課人事係 2009年度 2010年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
就業規則の関係で無期限保
存が必要であるもの

就業規則関係資料（平成22年度） 総務部人事課人事係 2010年度 2011年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
就業規則の関係で無期限保
存が必要であるもの

就業規則関係資料（平成23年度） 総務部人事課人事係 2011年度 2012年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
就業規則の関係で無期限保
存が必要であるもの

就業規則関係資料（平成24年度） 総務部人事課人事係 2012年度 2013年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
就業規則の関係で無期限保
存が必要であるもの

就業規則関係資料（平成25年度） 総務部人事課人事係 2013年度 2014年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
就業規則の関係で無期限保
存が必要であるもの

就業規則関係資料（平成26年度） 総務部人事課人事係 2014年度 2015年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
就業規則の関係で無期限保
存が必要であるもの

就業規則関係資料（平成27年度） 総務部人事課人事係 2015年度 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
就業規則の関係で無期限保
存が必要であるもの

就業規則関係資料（平成28年度） 総務部人事課人事係 2016年度 2017年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
就業規則の関係で無期限保
存が必要であるもの

就業規則関係資料（平成29年度） 総務部人事課人事係 2017年度 2018年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
就業規則の関係で無期限保
存が必要であるもの

就業規則関係資料（平成30年度） 総務部人事課人事係 2018年度 2019年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
役員の関係で無期限保存が
必要であるもの

役員関係（平成16年度） 総務部人事課人事係 2004年度 2005年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
役員の関係で無期限保存が
必要であるもの

役員関係（平成17年度） 総務部人事課人事係 2005年度 2006年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
役員の関係で無期限保存が
必要であるもの

役員関係（平成18年度） 総務部人事課人事係 2006年度 2007年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
役員の関係で無期限保存が
必要であるもの

役員関係（平成19年度） 総務部人事課人事係 2007年度 2008年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
役員の関係で無期限保存が
必要であるもの

役員関係（平成20年度） 総務部人事課人事係 2008年度 2009年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
役員の関係で無期限保存が
必要であるもの

役員関係（平成21年度） 総務部人事課人事係 2009年度 2010年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
役員の関係で無期限保存が
必要であるもの

役員関係（平成22年度） 総務部人事課人事係 2010年度 2011年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
役員の関係で無期限保存が
必要であるもの

役員関係（平成23年度） 総務部人事課人事係 2011年度 2012年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
役員の関係で無期限保存が
必要であるもの

役員関係（平成24年度） 総務部人事課人事係 2012年度 2013年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
役員の関係で無期限保存が
必要であるもの

役員関係（平成25年度） 総務部人事課人事係 2013年度 2014年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
役員の関係で無期限保存が
必要であるもの

役員関係（平成26年度） 総務部人事課人事係 2014年度 2015年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
役員の関係で無期限保存が
必要であるもの

役員関係（平成27年度） 総務部人事課人事係 2015年度 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
役員の関係で無期限保存が
必要であるもの

役員関係（平成28年度） 総務部人事課人事係 2016年度 2017年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
役員の関係で無期限保存が
必要であるもの

役員関係（平成29年度） 総務部人事課人事係 2017年度 2018年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
人事関係の証明の関係で無
期限保存が必要であるもの

身分証明書発行台帳 総務部人事課任用係 2000年度 2001年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
改姓・旧姓使用の関係で無期
限保存が必要であるもの

改姓・旧姓使用願① 総務部人事課人事係 2001年度 2002年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
改姓・旧姓使用の関係で無期
限保存が必要であるもの

改姓・旧姓使用願② 総務部人事課人事係 2004年度 2005年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
改姓・旧姓使用の関係で無期
限保存が必要であるもの

改姓・旧姓使用願③ 総務部人事課人事係 2018年度 2019年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
履歴事項の関係で無期限保
存が必要であるもの

履歴事項の追記① 総務部人事課人事係 2004年度 2005年4月1日 無期限 紙 倉庫1 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
履歴事項の関係で無期限保
存が必要であるもの

履歴事項の追記② 総務部人事課人事係 2018年度 2019年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
無期労働契約転換の関係で
無期限保存が必要であるもの

無期労働契約転換 総務部人事課人事係 2018年度 2019年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 会計 資産台帳 資産台帳関係綴 財務部財務課及び契約課 2004年 2005年1月1日 無期限 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄
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法人文書ファイル管理簿データ（全学）

部局名 １）大分類 ２）中分類 ３）小分類（法人文書ファイル名） ４）作成・取得者
５）作成・取得年度
等

６）起算日 ７）保存期間
８）保存期間
    満了時期

９）媒体の種別 10）保存場所 11）管理担当課・係
12)保存期間満
了時の措置

備考

人事課 人事 定員に関するもの 教職員定員通知（平成4年度） 総務部人事課任用係 1992年度 1993年4月1日 30年 2022年度末 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事 定員に関するもの 教職員定員通知（平成5年度） 総務部人事課任用係 1993年度 1994年4月1日 30年 2023年度末 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事 定員に関するもの 教職員定員通知（平成6年度） 総務部人事課任用係 1994年度 1995年4月1日 30年 2024年度末 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事 定員に関するもの 教職員定員通知（平成7年度） 総務部人事課任用係 1995年度 1996年4月1日 30年 2025年度末 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事 定員に関するもの 教職員定員通知（平成8年度） 総務部人事課任用係 1996年度 1997年4月1日 30年 2026年度末 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事 定員に関するもの 教職員定員通知（平成9年度） 総務部人事課任用係 1997年度 1998年4月1日 30年 2027年度末 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事 定員に関するもの 教職員定員通知（平成10年度） 総務部人事課任用係 1998年度 1999年4月1日 30年 2028年度末 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事 定員に関するもの 教職員定員通知（平成11年度） 総務部人事課任用係 1999年度 2000年4月1日 30年 2029年度末 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事 定員に関するもの 教職員定員通知（平成12年度） 総務部人事課任用係 2000年度 2001年4月1日 30年 2030年度末 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事 定員に関するもの 教職員定員通知（平成13年度） 総務部人事課任用係 2001年度 2002年4月1日 30年 2031年度末 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事 定員に関するもの 教職員定員通知（平成14年度） 総務部人事課任用係 2002年度 2003年4月1日 30年 2032年度末 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事 定員に関するもの 教職員定員通知（平成15年度） 総務部人事課任用係 2003年度 2004年4月1日 30年 2033年度末 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事 定員に関するもの 定員削減関係資料（平成4年度） 総務部人事課任用係 1992年度 1993年4月1日 30年 2022年度末 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事 定員に関するもの 定員削減関係資料（平成5年度） 総務部人事課任用係 1993年度 1994年4月1日 30年 2023年度末 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事 定員に関するもの 定員削減関係資料（平成6年度） 総務部人事課任用係 1994年度 1995年4月1日 30年 2024年度末 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事 定員に関するもの 定員削減関係資料（平成7年度） 総務部人事課任用係 1995年度 1996年4月1日 30年 2025年度末 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事 定員に関するもの 定員削減関係資料（平成8年度） 総務部人事課任用係 1996年度 1997年4月1日 30年 2026年度末 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事 定員に関するもの 定員削減関係資料（平成9年度） 総務部人事課任用係 1997年度 1998年4月1日 30年 2027年度末 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事 定員に関するもの 定員削減関係資料（平成10年度） 総務部人事課任用係 1998年度 1999年4月1日 30年 2028年度末 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事 定員に関するもの 定員削減関係資料（平成11年度） 総務部人事課任用係 1999年度 2000年4月1日 30年 2029年度末 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事 定員に関するもの 定員削減関係資料（平成12年度） 総務部人事課任用係 2000年度 2001年4月1日 30年 2030年度末 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事 定員に関するもの 定員削減関係資料（平成13年度） 総務部人事課任用係 2001年度 2002年4月1日 30年 2031年度末 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事 定員に関するもの 定員削減関係資料（平成14年度） 総務部人事課任用係 2002年度 2003年4月1日 30年 2032年度末 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事 定員に関するもの 定員削減関係資料（平成15年度） 総務部人事課任用係 2003年度 2004年4月1日 30年 2033年度末 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
任用に関する通知の関係で30
年保存が必要であるもの

任用に関する学内通知（平成4年度） 総務部人事課任用係 1992年度 1993年4月1日 30年 2022年度末 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
任用に関する通知の関係で30
年保存が必要であるもの

任用に関する学内通知（平成5年度） 総務部人事課任用係 1993年度 1994年4月1日 30年 2023年度末 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
任用に関する通知の関係で30
年保存が必要であるもの

任用に関する学内通知（平成6年度） 総務部人事課任用係 1994年度 1995年4月1日 30年 2024年度末 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
任用に関する通知の関係で30
年保存が必要であるもの

任用に関する学内通知（平成7年度） 総務部人事課任用係 1995年度 1996年4月1日 30年 2025年度末 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
任用に関する通知の関係で30
年保存が必要であるもの

任用に関する学内通知（平成8年度） 総務部人事課任用係 1996年度 1997年4月1日 30年 2026年度末 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
任用に関する通知の関係で30
年保存が必要であるもの

任用に関する学内通知（平成9年度） 総務部人事課任用係 1997年度 1998年4月1日 30年 2027年度末 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
任用に関する通知の関係で30
年保存が必要であるもの

任用に関する学内通知（平成10年度） 総務部人事課任用係 1998年度 1999年4月1日 30年 2028年度末 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
任用に関する通知の関係で30
年保存が必要であるもの

任用に関する学内通知（平成11年度） 総務部人事課任用係 1999年度 2000年4月1日 30年 2029年度末 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
任用に関する通知の関係で30
年保存が必要であるもの

任用に関する学内通知（平成12年度） 総務部人事課任用係 2000年度 2001年4月1日 30年 2030年度末 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
任用に関する通知の関係で30
年保存が必要であるもの

任用に関する学内通知（平成13年度） 総務部人事課任用係 2001年度 2002年4月1日 30年 2031年度末 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
任用に関する通知の関係で30
年保存が必要であるもの

任用に関する学内通知（平成14年度） 総務部人事課任用係 2002年度 2003年4月1日 30年 2032年度末 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
任用に関する通知の関係で30
年保存が必要であるもの

任用に関する学内通知（平成15年度） 総務部人事課任用係 2003年度 2004年4月1日 30年 2033年度末 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
人事に関する通知の関係で30
年保存が必要であるもの

人事に関する学内通知（平成16年度） 総務部人事課人事係 2004年度 2005年4月1日 30年 2034年度末 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
人事に関する通知の関係で30
年保存が必要であるもの

人事に関する学内通知（平成17年度） 総務部人事課人事係 2005年度 2006年4月1日 30年 2035年度末 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
名誉教授の称号授与に関する
もの

平成4年度名誉教授 総務部人事課任用係 1992年度 1993年4月1日 30年 2022年度末 紙 倉庫2 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
名誉教授の称号授与に関する
もの

平成5年度名誉教授 総務部人事課任用係 1993年度 1994年4月1日 30年 2023年度末 紙 倉庫2 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
名誉教授の称号授与に関する
もの

平成6年度名誉教授 総務部人事課任用係 1994年度 1995年4月1日 30年 2024年度末 紙 倉庫2 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
名誉教授の称号授与に関する
もの

平成7年度名誉教授 総務部人事課任用係 1995年度 1996年4月1日 30年 2025年度末 紙 倉庫2 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
名誉教授の称号授与に関する
もの

平成8年度名誉教授 総務部人事課任用係 1996年度 1997年4月1日 30年 2026年度末 紙 倉庫2 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
名誉教授の称号授与に関する
もの

平成9年度名誉教授 総務部人事課任用係 1997年度 1998年4月1日 30年 2027年度末 紙 倉庫2 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
名誉教授の称号授与に関する
もの

平成10年度名誉教授 総務部人事課任用係 1998年度 1999年4月1日 30年 2028年度末 紙 倉庫2 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
名誉教授の称号授与に関する
もの

平成11年度名誉教授 総務部人事課任用係 1999年度 2000年4月1日 30年 2029年度末 紙 倉庫2 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
名誉教授の称号授与に関する
もの

平成12年度名誉教授 総務部人事課任用係 2000年度 2001年4月1日 30年 2030年度末 紙 倉庫2 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
名誉教授の称号授与に関する
もの

平成13年度名誉教授 総務部人事課任用係 2001年度 2002年4月1日 30年 2031年度末 紙 倉庫2 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
名誉教授の称号授与に関する
もの

平成14年度名誉教授 総務部人事課任用係 2002年度 2003年4月1日 30年 2032年度末 紙 倉庫2 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
名誉教授の称号授与に関する
もの

平成15年度名誉教授 総務部人事課任用係 2003年度 2004年4月1日 30年 2033年度末 紙 倉庫2 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
名誉教授の称号授与に関する
もの

平成18年度名誉教授 総務部人事課人事係 2006年度 2007年4月1日 30年 2033年度末 紙 倉庫2 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
名誉教授の称号授与に関する
もの

平成19年度名誉教授 総務部人事課人事係 2007年度 2008年4月1日 30年 2037年度末 紙 倉庫2 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
名誉教授の称号授与に関する
もの

平成20年度名誉教授 総務部人事課人事係 2008年度 2009年4月1日 30年 2038年度末 紙 倉庫2 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
名誉教授の称号授与に関する
もの

平成21年度名誉教授 総務部人事課人事係 2009年度 2010年4月1日 30年 2039年度末 紙 倉庫2 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
名誉教授の称号授与に関する
もの

平成22年度名誉教授 総務部人事課人事係 2010年度 2011年4月1日 30年 2040年度末 紙 倉庫2 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
名誉教授の称号授与に関する
もの

平成23年度名誉教授 総務部人事課人事係 2011年度 2012年4月1日 30年 2041年度末 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
名誉教授の称号授与に関する
もの

平成24年度名誉教授 総務部人事課人事係 2012年度 2013年4月1日 30年 2042年度末 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
名誉教授の称号授与に関する
もの

平成25年度名誉教授 総務部人事課人事係 2013年度 2014年4月1日 30年 2043年度末 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
名誉教授の称号授与に関する
もの

平成26年度名誉教授 総務部人事課人事係 2014年度 2015年4月1日 30年 2044年度末 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
名誉教授の称号授与に関する
もの

平成27年度名誉教授 総務部人事課人事係 2015年度 2016年4月1日 30年 2045年度末 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
名誉教授の称号授与に関する
もの

平成28年度名誉教授 総務部人事課人事係 2016年度 2017年4月1日 30年 2046年度末 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄
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法人文書ファイル管理簿データ（全学）

部局名 １）大分類 ２）中分類 ３）小分類（法人文書ファイル名） ４）作成・取得者
５）作成・取得年度
等

６）起算日 ７）保存期間
８）保存期間
    満了時期

９）媒体の種別 10）保存場所 11）管理担当課・係
12)保存期間満
了時の措置

備考

人事課 人事
名誉教授の称号授与に関する
もの

平成29年度名誉教授 総務部人事課人事係 2017年度 2018年4月1日 30年 2047年度末 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
名誉教授の称号授与に関する
もの

平成30年度名誉教授 総務部人事課人事係 2018年度 2019年4月1日 30年 2048年度末 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
人事計画委員会の関係で30
年保存が必要であるもの

人事計画委員会会議資料（平成16年度） 総務部人事課人事係 2004年度 2005年4月1日 30年 2034年度末 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
人事計画委員会の関係で30
年保存が必要であるもの

人事計画委員会会議資料（平成17年度） 総務部人事課人事係 2005年度 2006年4月1日 30年 2035年度末 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
人事計画委員会の関係で30
年保存が必要であるもの

人事計画委員会会議資料（平成18年度） 総務部人事課人事係 2006年度 2007年4月1日 30年 2036年度末 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
人事計画委員会の関係で30
年保存が必要であるもの

人事計画委員会会議資料（平成19年度） 総務部人事課人事係 2007年度 2008年4月1日 30年 2037年度末 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
人事計画委員会の関係で30
年保存が必要であるもの

人事計画委員会会議資料（平成20年度） 総務部人事課人事係 2008年度 2009年4月1日 30年 2038年度末 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
人事計画委員会の関係で30
年保存が必要であるもの

人事計画委員会会議資料（平成21年度） 総務部人事課人事係 2009年度 2010年4月1日 30年 2039年度末 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
人事計画委員会の関係で30
年保存が必要であるもの

人事計画委員会会議資料（平成22年度） 総務部人事課人事係 2010年度 2011年4月1日 30年 2040年度末 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
人事計画委員会の関係で30
年保存が必要であるもの

人事計画委員会会議資料（平成23年度） 総務部人事課人事係 2011年度 2012年4月1日 30年 2041年度末 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
栄典の関係で30年保存が必
要であるもの

栄典関係（平成4年度） 総務部人事課任用係 1992年度 1993年4月1日 30年 2022年度末 紙 倉庫2 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
栄典の関係で30年保存が必
要であるもの

栄典関係（平成5年度） 総務部人事課任用係 1993年度 1994年4月1日 30年 2023年度末 紙 倉庫2 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
栄典の関係で30年保存が必
要であるもの

栄典関係（平成6年度） 総務部人事課任用係 1994年度 1995年4月1日 30年 2024年度末 紙 倉庫2 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
栄典の関係で30年保存が必
要であるもの

栄典関係（平成7年度） 総務部人事課任用係 1995年度 1996年4月1日 30年 2025年度末 紙 倉庫2 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
栄典の関係で30年保存が必
要であるもの

栄典関係（平成8年度） 総務部人事課任用係 1996年度 1997年4月1日 30年 2026年度末 紙 倉庫2 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
栄典の関係で30年保存が必
要であるもの

栄典関係（平成9年度） 総務部人事課任用係 1997年度 1998年4月1日 30年 2027年度末 紙 倉庫2 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
栄典の関係で30年保存が必
要であるもの

栄典関係（平成10年度） 総務部人事課任用係 1998年度 1999年4月1日 30年 2028年度末 紙 倉庫2 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
栄典の関係で30年保存が必
要であるもの

栄典関係（平成11年度） 総務部人事課任用係 1999年度 2000年4月1日 30年 2029年度末 紙 倉庫2 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
栄典の関係で30年保存が必
要であるもの

栄典関係（平成12年度） 総務部人事課任用係 2000年度 2001年4月1日 30年 2030年度末 紙 倉庫2 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
栄典の関係で30年保存が必
要であるもの

栄典関係（平成13年度） 総務部人事課専門職員 2001年度 2002年4月1日 30年 2031年度末 紙 倉庫2 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
栄典の関係で30年保存が必
要であるもの

栄典関係（平成14年度） 総務部人事課専門職員 2002年度 2003年4月1日 30年 2032年度末 紙 倉庫2 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
栄典の関係で30年保存が必
要であるもの

栄典関係（平成15年度） 総務部人事課専門職員 2003年度 2004年4月1日 30年 2033年度末 紙 倉庫2 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
栄典の関係で30年保存が必
要であるもの

栄典関係（平成16年度） 総務部人事課職員係 2004年度 2005年4月1日 30年 2034年度末 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
栄典の関係で30年保存が必
要であるもの

栄典関係（平成17年度） 総務部人事課職員係 2005年度 2006年4月1日 30年 2035年度末 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
栄典の関係で30年保存が必
要であるもの

栄典関係（平成18年度） 総務部人事課給与係 2006年度 2007年4月1日 30年 2033年度末 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
栄典の関係で30年保存が必
要であるもの

栄典関係（平成19年度） 総務部人事課給与係 2007年度 2008年4月1日 30年 2037年度末 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
栄典の関係で30年保存が必
要であるもの

栄典関係（平成20年度） 総務部人事課給与係 2008年度 2009年4月1日 30年 2038年度末 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
栄典の関係で30年保存が必
要であるもの

栄典関係（平成21年度） 総務部人事課人事係 2009年度 2010年4月1日 30年 2039年度末 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
栄典の関係で30年保存が必
要であるもの

栄典関係（平成22年度） 総務部人事課人事係 2010年度 2011年4月1日 30年 2040年度末 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
栄典の関係で30年保存が必
要であるもの

栄典関係（平成23年度） 総務部人事課人事係 2011年度 2012年4月1日 30年 2041年度末 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
栄典の関係で30年保存が必
要であるもの

栄典関係（平成24年度） 総務部人事課人事係 2012年度 2013年4月1日 30年 2042年度末 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
栄典の関係で30年保存が必
要であるもの

栄典関係（平成25年度） 総務部人事課人事係 2013年度 2014年4月1日 30年 2043年度末 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
栄典の関係で30年保存が必
要であるもの

栄典関係（平成26年度） 総務部人事課人事係 2014年度 2015年4月1日 30年 2044年度末 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
栄典の関係で30年保存が必
要であるもの

栄典関係（平成27年度） 総務部人事課人事係 2015年度 2016年4月1日 30年 2045年度末 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
栄典の関係で30年保存が必
要であるもの

栄典関係（平成28年度） 総務部人事課人事係 2016年度 2017年4月1日 30年 2046年度末 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
栄典の関係で30年保存が必
要であるもの

栄典関係（平成29年度） 総務部人事課人事係 2017年度 2018年4月1日 30年 2047年度末 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
栄典の関係で30年保存が必
要であるもの

栄典関係（平成30年度） 総務部人事課人事係 2018年度 2019年4月1日 30年 2048年度末 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
教員人事委員会の関係で30
年保存が必要であるもの

平成27年度教員人事委員会 総務部人事課人事係 2015年度 2016年4月1日 30年 2045年度末 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
教員人事委員会の関係で30
年保存が必要であるもの

平成28年度教員人事委員会 総務部人事課人事係 2016年度 2017年4月1日 30年 2046年度末 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
教員人事委員会の関係で30
年保存が必要であるもの

平成29年度教員人事委員会 総務部人事課人事係 2017年度 2018年4月1日 30年 2047年度末 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
教員人事委員会の関係で30
年保存が必要であるもの

平成30年度教員人事委員会 総務部人事課人事係 2018年度 2019年4月1日 30年 2048年度末 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
教員人事委員会の関係で30
年保存が必要であるもの

平成27年度教員人事委員会関係提出書類 総務部人事課人事係 2015年度 2016年4月1日 30年 2045年度末 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
教員人事委員会の関係で30
年保存が必要であるもの

平成28年度教員人事委員会関係提出書類 総務部人事課人事係 2016年度 2017年4月1日 30年 2046年度末 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
教員人事委員会の関係で30
年保存が必要であるもの

平成29年度教員人事委員会関係提出書類 総務部人事課人事係 2017年度 2018年4月1日 30年 2047年度末 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
教員人事委員会の関係で30
年保存が必要であるもの

平成30年度教員人事委員会関係提出書類 総務部人事課人事係 2018年度 2019年4月1日 30年 2048年度末 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 管理・運営
規程・要項の関係で30年保存
が必要であるもの

規程・要項（平成27年度） 総務部人事課人事係 2015年度 2016年4月1日 30年 2045年度末 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 管理・運営
規程・要項の関係で30年保存
が必要であるもの

規程・要項（平成28年度） 総務部人事課人事係 2016年度 2017年4月1日 30年 2046年度末 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 管理・運営
規程・要項の関係で30年保存
が必要であるもの

規程・要項（平成29年度） 総務部人事課人事係 2017年度 2018年4月1日 30年 2047年度末 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 管理・運営
規程・要項の関係で30年保存
が必要であるもの

規程・要項（平成30年度） 総務部人事課人事係 2018年度 2019年4月1日 30年 2048年度末 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
戦略的配置教員の関係で30
年保存が必要であるもの

戦略的配置教員関係（平成26年度） 総務部人事課人事係 2014年度 2015年4月1日 30年 2044年度末 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
戦略的配置教員の関係で30
年保存が必要であるもの

戦略的配置教員関係（平成27年度） 総務部人事課人事係 2015年度 2016年4月1日 30年 2045年度末 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
戦略的配置教員の関係で30
年保存が必要であるもの

戦略的配置教員関係（平成28年度） 総務部人事課人事係 2016年度 2017年4月1日 30年 2046年度末 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
戦略的配置教員の関係で30
年保存が必要であるもの

戦略的配置教員関係（平成29年度） 総務部人事課人事係 2017年度 2018年4月1日 30年 2047年度末 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
戦略的配置教員の関係で30
年保存が必要であるもの

戦略的配置教員関係（平成30年度） 総務部人事課人事係 2018年度 2019年4月1日 30年 2048年度末 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
クロスアポイントメント制度の
関係で30年保存が必要である
もの

クロスアポイントメント制度　申請・承認（平成30年度） 総務部人事課人事係 2018年度 2019年4月1日 30年 2048年度末 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事 役付職員の選挙に関するもの 平成24年度その他役付職員選考関係 総務部人事課人事係 2012年度 2013年4月1日 10年 2022年度末 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事 役付職員の選挙に関するもの 平成25年度その他役付職員選考関係 総務部人事課人事係 2013年度 2014年4月1日 10年 2023年度末 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事 役付職員の選挙に関するもの 平成26年度その他役付職員選考関係 総務部人事課人事係 2014年度 2015年4月1日 10年 2024年度末 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事 役付職員の選挙に関するもの 平成27年度役付職員選考関係 総務部人事課人事係 2015年度 2016年4月1日 10年 2025年度末 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事 役付職員の選挙に関するもの 平成28年度役付職員選考関係 総務部人事課人事係 2016年度 2017年4月1日 10年 2026年度末 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事 役付職員の選挙に関するもの 平成29年度役付職員選考関係 総務部人事課人事係 2017年度 2018年4月1日 10年 2027年度末 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄
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人事課 人事 栄典・表彰に関するもの 平成24年度永年勤続 総務部人事課人事係 2012年度 2013年4月1日 10年 2022年度末 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事 栄典・表彰に関するもの 平成25年度永年勤続 総務部人事課人事係 2013年度 2014年4月1日 10年 2023年度末 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事 栄典・表彰に関するもの 平成26年度永年勤続 総務部人事課人事係 2014年度 2015年4月1日 10年 2024年度末 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事 栄典・表彰に関するもの 平成27年度永年勤続 総務部人事課人事係 2015年度 2016年4月1日 10年 2025年度末 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事 栄典・表彰に関するもの 平成28年度永年勤続 総務部人事課人事係 2016年度 2017年4月1日 10年 2026年度末 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事 栄典・表彰に関するもの 平成29年度永年勤続 総務部人事課人事係 2017年度 2018年4月1日 10年 2027年度末 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事 栄典・表彰に関するもの 平成30年度永年勤続 総務部人事課人事係 2018年度 2019年4月1日 10年 2028年度末 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事 栄典・表彰に関するもの 平成24年度その他表彰 総務部人事課人事係 2012年度 2013年4月1日 10年 2022年度末 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事 栄典・表彰に関するもの 平成25年度その他表彰 総務部人事課人事係 2013年度 2014年4月1日 10年 2023年度末 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事 栄典・表彰に関するもの 平成26年度その他表彰 総務部人事課人事係 2014年度 2015年4月1日 10年 2024年度末 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事 栄典・表彰に関するもの 平成27年度その他表彰 総務部人事課人事係 2015年度 2016年4月1日 10年 2025年度末 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事 栄典・表彰に関するもの 平成28年度その他表彰 総務部人事課人事係 2016年度 2017年4月1日 10年 2026年度末 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事 栄典・表彰に関するもの 平成29年度その他表彰 総務部人事課人事係 2017年度 2018年4月1日 10年 2027年度末 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事 栄典・表彰に関するもの 平成30年度その他表彰 総務部人事課人事係 2018年度 2019年4月1日 10年 2028年度末 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
勧奨退職の記録の関係で10
年保存が必要であるもの

勧奨退職の記録（平成24年度） 総務部人事課人事係 2012年度 2013年4月1日 10年 2022年度末 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
勧奨退職の記録の関係で10
年保存が必要であるもの

勧奨退職の記録（平成25年度） 総務部人事課人事係 2013年度 2014年4月1日 10年 2023年度末 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
勧奨退職の記録の関係で10
年保存が必要であるもの

勧奨退職の記録（平成26年度） 総務部人事課人事係 2014年度 2015年4月1日 10年 2024年度末 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
早期退職の関係で10年保存
が必要であるもの

早期退職（平成27年度） 総務部人事課人事係 2015年度 2016年4月1日 10年 2025年度末 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
早期退職の関係で10年保存
が必要であるもの

早期退職（平成28年度） 総務部人事課人事係 2016年度 2017年4月1日 10年 2026年度末 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
早期退職の関係で10年保存
が必要であるもの

早期退職（平成29年度） 総務部人事課人事係 2017年度 2018年4月1日 10年 2027年度末 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
早期退職の関係で10年保存
が必要であるもの

早期退職（平成30年度） 総務部人事課人事係 2018年度 2019年4月1日 10年 2028年度末 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
中期目標・中期計画の関係で
10年保存が必要であるもの

中期目標・中期計画関係資料（平成24年度） 総務部人事課人事係 2012年度 2013年4月1日 10年 2022年度末 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
中期目標・中期計画の関係で
10年保存が必要であるもの

中期目標・中期計画関係資料（平成25年度） 総務部人事課人事係 2013年度 2014年4月1日 10年 2023年度末 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
中期目標・中期計画の関係で
10年保存が必要であるもの

中期目標・中期計画関係資料（平成26年度） 総務部人事課人事係 2014年度 2015年4月1日 10年 2024年度末 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
中期目標・中期計画の関係で
10年保存が必要であるもの

中期目標・中期計画関係資料（平成27年度） 総務部人事課人事係 2015年度 2016年4月1日 10年 2025年度末 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
中期目標・中期計画の関係で
10年保存が必要であるもの

中期目標・中期計画関係資料（平成28年度） 総務部人事課人事係 2016年度 2017年4月1日 10年 2026年度末 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
中期目標・中期計画の関係で
10年保存が必要であるもの

中期目標・中期計画関係資料（平成29年度） 総務部人事課人事係 2017年度 2018年4月1日 10年 2027年度末 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
中期目標・中期計画の関係で
10年保存が必要であるもの

中期目標・中期計画関係資料（平成30年度） 総務部人事課人事係 2018年度 2019年4月1日 10年 2027年度末 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
学校評議員発令の関係で10
年保存が必要であるもの

平成24年度学校評議員発令関係 総務部人事課人事係 2012年度 2013年4月1日 10年 2022年度末 紙 倉庫2 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
学校評議員発令の関係で10
年保存が必要であるもの

平成25年度学校評議員発令関係 総務部人事課人事係 2013年度 2014年4月1日 10年 2023年度末 紙 倉庫2 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
学校評議員発令の関係で10
年保存が必要であるもの

平成26年度学校評議員発令関係 総務部人事課人事係 2014年度 2015年4月1日 10年 2024年度末 紙 倉庫2 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
外国人教師の雇用に関するも
の

外国人関係（外国人教師、招聘等）（平成29年度） 総務部人事課人事係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
外国人教師の雇用に関するも
の

外国人関係（外国人教師、招聘等）（平成30年度） 総務部人事課人事係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
割愛の関係で5年保存が必要
であるもの

割愛（平成29年度） 総務部人事課人事係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 倉庫1 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
割愛の関係で5年保存が必要
であるもの

割愛（平成30年度） 総務部人事課人事係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
出向に関する覚書の関係で5
年保存が必要であるもの

出向に関する覚書（平成29年度） 総務部人事課人事係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
出向に関する覚書の関係で5
年保存が必要であるもの

出向に関する覚書（平成30年度） 総務部人事課人事係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
在外教育施設派遣教員の関
係で5年保存が必要であるも
の

在外教育施設派遣教員関係（平成29年度） 総務部人事課人事係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
在外教育施設派遣教員の関
係で5年保存が必要であるも
の

在外教育施設派遣教員関係（平成30年度） 総務部人事課人事係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 管理・運営 各種統計調査に関するもの 平成29年度調査・統計（学内）① 総務部人事課人事係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 倉庫1 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 管理・運営 各種統計調査に関するもの 平成29年度調査・統計（学内）② 総務部人事課人事係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 倉庫1 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 管理・運営 各種統計調査に関するもの 平成29年度調査・統計（学内）③ 総務部人事課人事係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 倉庫1 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 管理・運営 各種統計調査に関するもの 平成29年度調査・統計（学外）① 総務部人事課人事係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 倉庫1 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 管理・運営 各種統計調査に関するもの 平成29年度調査・統計（学外）② 総務部人事課人事係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 倉庫1 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 管理・運営 各種統計調査に関するもの 平成30年度調査・統計（学内）① 総務部人事課人事係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 管理・運営 各種統計調査に関するもの 平成30年度調査・統計（学内）② 総務部人事課人事係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 管理・運営 各種統計調査に関するもの 平成30年度調査・統計（学内）③ 総務部人事課人事係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 管理・運営 各種統計調査に関するもの 平成30年度調査・統計（学外）① 総務部人事課人事係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 管理・運営 各種統計調査に関するもの 平成30年度調査・統計（学外）② 総務部人事課人事係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
職員採用試験の関係で5年保
存が必要であるもの

平成29年度職員採用試験関係 総務部人事課人事係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
職員採用試験の関係で5年保
存が必要であるもの

平成30年度職員採用試験関係① 総務部人事課人事係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
職員採用試験の関係で5年保
存が必要であるもの

平成30年度職員採用試験関係② 総務部人事課人事係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
職員採用試験の関係で5年保
存が必要であるもの

平成29年度職員採用面接試験 総務部人事課人事係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
職員採用試験の関係で5年保
存が必要であるもの

平成30年度職員採用面接試験 総務部人事課人事係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事 勤務時間記録簿 平成29年勤務時間記録簿 総務部人事課人事係 2017年 2018年1月1日 5年 2022年末 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事 勤務時間記録簿 平成30年勤務時間記録簿 総務部人事課人事係 2018年 2018年1月1日 5年 2023年末 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事 勤務時間記録簿 平成31年勤務時間記録簿 総務部人事課人事係 2019年 2020年1月1日 5年 2024年末 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 会計 物品購入依頼書 平成29年度物品購入依頼書 総務部人事課人事係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 会計 物品購入依頼書 平成30年度物品購入依頼書 総務部人事課人事係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 会計 旅行命令簿 平成29年度旅行命令 総務部人事課人事係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 会計 旅行命令簿 平成30年度旅行命令 総務部人事課人事係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄
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部局名 １）大分類 ２）中分類 ３）小分類（法人文書ファイル名） ４）作成・取得者
５）作成・取得年度
等

６）起算日 ７）保存期間
８）保存期間
    満了時期

９）媒体の種別 10）保存場所 11）管理担当課・係
12)保存期間満
了時の措置

備考

人事課 会計
服務状況調査/公務外出の関
係で5年保存が必要であるも
の

平成29年度服務状況調査/公務外出 総務部人事課人事係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 会計
用務外出の関係で5年保存が
必要であるもの

平成30年度公務外出 総務部人事課人事係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
休暇簿の関係で3年保存が必
要であるもの

平成31年休暇簿（年次休暇，病気休暇，特別休暇） 総務部人事課人事係 2019年 2020年1月1日 3年 2022年末 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
時間外勤務の関係で3年保存
が必要であるもの

平成31年時間外勤務予定書 総務部人事課人事係 2019年 2020年1月1日 3年 2022年末 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
勤務日及び勤務時間表の関
係で3年保存が必要であるも
の

平成31年勤務日及び勤務時間表 総務部人事課人事係 2019年 2020年1月1日 3年 2022年末 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事 定員に関するもの 級別定数管理簿・現員表関係書類（平成5年度） 総務部人事課給与係 1993年度 1994年4月1日 30年 2023年度末 紙 倉庫2 総務部人事課給与第一係 廃棄

人事課 人事 定員に関するもの 級別定数管理簿・現員表関係書類（平成6年度） 総務部人事課給与係 1994年度 1995年4月1日 30年 2024年度末 紙 倉庫2 総務部人事課給与第一係 廃棄

人事課 人事 定員に関するもの 級別定数管理簿・現員表関係書類（平成7年度） 総務部人事課給与係 1995年度 1996年4月1日 30年 2025年度末 紙 倉庫2 総務部人事課給与第一係 廃棄

人事課 人事 定員に関するもの 級別定数管理簿・現員表関係書類（平成8年度） 総務部人事課給与係 1996年度 1997年4月1日 30年 2026年度末 紙 倉庫2 総務部人事課給与第一係 廃棄

人事課 人事 定員に関するもの 級別定数管理簿・現員表関係書類（平成9年度） 総務部人事課給与係 1997年度 1998年4月1日 30年 2027年度末 紙 倉庫2 総務部人事課給与第一係 廃棄

人事課 人事 定員に関するもの 級別定数管理簿・現員表関係書類（平成10年度） 総務部人事課給与係 1998年度 1999年4月1日 30年 2028年度末 紙 倉庫2 総務部人事課給与第一係 廃棄

人事課 人事 定員に関するもの 級別定数管理簿・現員表関係書類（平成11年度） 総務部人事課給与係 1999年度 2000年4月1日 30年 2029年度末 紙 倉庫2 総務部人事課給与第一係 廃棄

人事課 人事 定員に関するもの 級別定数管理簿・現員表関係書類（平成12年度） 総務部人事課給与係 2000年度 2001年4月1日 30年 2030年度末 紙 倉庫2 総務部人事課給与第一係 廃棄

人事課 人事 定員に関するもの 級別定数管理簿・現員表関係（平成13年度） 総務部人事課給与係 2001年度 2002年4月1日 30年 2031年度末 紙 倉庫2 総務部人事課給与第一係 廃棄

人事課 人事
人事院勧告の関係で30年保
存が必要であるもの

人事院勧告（平成13年度） 総務部人事課給与第一係 2001年度 2002年4月1日 30年 2031年度末 紙 倉庫2 総務部人事課給与第一係 廃棄

人事課 人事 定員に関するもの 級別定数管理簿・現員表関係（平成14年度） 総務部人事課給与係 2002年度 2003年4月1日 30年 2032年度末 紙 倉庫2 総務部人事課給与第一係 廃棄

人事課 人事
人事院勧告の関係で30年保
存が必要であるもの

人事院勧告（平成14年度） 総務部人事課給与第一係 2002年度 2003年4月1日 30年 2032年度末 紙 倉庫2 総務部人事課給与第一係 廃棄

人事課 人事 定員に関するもの 級別定数管理簿・現員表関係（平成15年度） 総務部人事課給与係 2003年度 2004年4月1日 30年 2033年度末 紙 倉庫2 総務部人事課給与第一係 廃棄

人事課 人事
人事院勧告の関係で30年保
存が必要であるもの

人事院勧告（平成15年度） 総務部人事課給与第一係 2003年度 2004年4月1日 30年 2033年度末 紙 倉庫2 総務部人事課給与第一係 廃棄

人事課 人事
人事院勧告の関係で30年保
存が必要であるもの

人事院勧告（平成16年度） 総務部人事課給与第一係 2004年度 2005年4月1日 30年 2034年度末 紙 倉庫2 総務部人事課給与第一係 廃棄

人事課 人事
給与係・発出文書等（通知）の
関係で無期限保存が必要であ
るもの

給与係・発出文書等（通知）（平成16年度） 総務部人事課給与第一係 2004年度 2005年4月1日 無期限 紙 倉庫1 総務部人事課給与第一係 廃棄

人事課 人事
人事院勧告の関係で30年保
存が必要であるもの

人事院勧告（平成17年度） 総務部人事課給与第一係 2005年度 2006年4月1日 30年 2035年度末 紙 倉庫2 総務部人事課給与第一係 廃棄

人事課 人事
人事院勧告の関係で30年保
存が必要であるもの

人事院勧告（平成18年度） 総務部人事課給与第一係 2006年度 2007年4月1日 30年 2036年度末 紙 倉庫2 総務部人事課給与第一係 廃棄

人事課 人事
給与係・発出文書等（要項）の
関係で，無期限保存が必要で
あるもの

給与係・発出文書等（要項）（平成18年度） 総務部人事課給与第一係 2006年度 2007年4月1日 無期限 紙 倉庫1 総務部人事課給与第一係 廃棄

人事課 人事
人事院勧告の関係で30年保
存が必要であるもの

人事院勧告（平成19年度） 総務部人事課給与第一係 2007年度 2008年4月1日 30年 2037年度末 紙 倉庫2 総務部人事課給与第一係 廃棄

人事課 人事
給与係・発出文書等（通知）の
関係で無期限保存が必要であ
るもの

給与係・発出文書等（通知）（平成20年度） 総務部人事課給与第一係 2008年度 2009年4月1日 無期限 紙 倉庫1 総務部人事課給与第一係 廃棄

人事課 人事
給与係・発出文書等（要項）の
関係で無期限保存が必要であ
るもの

給与係・発出文書等（要項）（平成20年度） 総務部人事課給与第一係 2008年度 2009年4月1日 無期限 紙 倉庫1 総務部人事課給与第一係 廃棄

人事課 人事
人事院勧告の関係で30年保
存が必要であるもの

人事院勧告（平成21年度） 総務部人事課給与第一係 2009年度 2010年4月1日 30年 2039年度末 紙 倉庫2 総務部人事課給与第一係 廃棄

人事課 人事
給与係・発出文書等（通知）の
関係で無期限保存が必要であ
るもの

給与係・発出文書等（通知）（平成21年度） 総務部人事課給与第一係 2009年度 2010年4月1日 無期限 紙 倉庫1 総務部人事課給与第一係 廃棄

人事課 人事
給与係・発出文書等（要項）の
関係で無期限保存が必要であ
るもの

給与係・発出文書等（要項）（平成21年度） 総務部人事課給与第一係 2009年度 2010年4月1日 無期限 紙 倉庫1 総務部人事課給与第一係 廃棄

人事課 人事
人事院勧告の関係で30年保
存が必要であるもの

人事院勧告（平成22年度） 総務部人事課給与第一係 2010年度 2011年4月1日 30年 2040年度末 紙 倉庫2 総務部人事課給与第一係 廃棄

人事課 人事
給与係・発出文書等（通知）の
関係で無期限保存が必要であ
るもの

給与係・発出文書等（通知）（平成22年度） 総務部人事課給与第一係 2010年度 2011年4月1日 無期限 紙 倉庫1 総務部人事課給与第一係 廃棄

人事課 人事
給与係・発出文書等（要項）の
関係で無期限保存が必要であ
るもの

給与係・発出文書等（要項）（平成22年度） 総務部人事課給与第一係 2010年度 2011年4月1日 無期限 紙 倉庫1 総務部人事課給与第一係 廃棄

人事課 人事
人事院勧告の関係で30年保
存が必要であるもの

人事院勧告（平成23年度） 総務部人事課給与第一係 2011年度 2012年4月1日 30年 2041年度末 紙 倉庫1 総務部人事課給与第一係 廃棄

人事課 人事
給与係・発出文書等（通知）の
関係で無期限保存が必要であ
るもの

給与係・発出文書等（通知）（平成23年度） 総務部人事課給与第一係 2011年度 2012年4月1日 無期限 紙 倉庫1 総務部人事課給与第一係 廃棄

人事課 人事 住居手当に関するもの 住居手当関係（平成24年度） 総務部人事課給与係 2012年度 未定
支給要件喪失後5
年

未定 紙 倉庫1 総務部人事課給与第一係 廃棄

人事課 人事 初任給調整手当に関するもの 初任給調整手当（平成24年度） 総務部人事課給与係 2012年度 未定
支給しなくなった
日から5年

未定 紙 倉庫1 総務部人事課給与第一係 廃棄

人事課 人事 単身赴任手当に関するもの 単身赴任手当関係（平成24年度） 総務部人事課給与係 2012年度 未定
支給要件喪失後5
年

未定 紙 事務室 総務部人事課給与第一係 廃棄

人事課 人事 通勤手当に関するもの 通勤手当関係（平成24年度） 総務部人事課給与係 2012年度 未定
支給要件喪失後5
年

未定 紙 倉庫1 総務部人事課給与第一係 廃棄

人事課 人事 扶養手当に関するもの 扶養手当関係（平成24年度） 総務部人事課給与係 2012年度 未定
支給要件喪失後5
年

未定 紙 倉庫1 総務部人事課給与第一係 廃棄

人事課 人事 復職時調整に関するもの 復職時の調整等発令綴（平成24年度） 総務部人事課給与係 2012年度 2013年4月1日 10年 2022年度末 紙 倉庫2 総務部人事課給与第一係 廃棄

人事課 人事
人事院勧告の関係で30年保
存が必要であるもの

人事院勧告（平成24年度） 総務部人事課給与第一係 2012年度 2013年4月1日 30年 2042年度末 紙 倉庫2 総務部人事課給与第一係 廃棄

人事課 人事
給与係・発出文書等（通知）の
関係で無期限保存が必要であ
るもの

給与係・発出文書等（通知）（平成24年度） 総務部人事課給与第一係 2012年度 2013年4月1日 無期限 紙 倉庫1 総務部人事課給与第一係 廃棄

人事課 人事
給与係・発出文書等（要項）の
関係で無期限保存が必要であ
るもの

給与係・発出文書等（要項）（平成24年度） 総務部人事課給与第一係 2012年度 2013年4月1日 無期限 紙 倉庫1 総務部人事課給与第一係 廃棄

人事課 人事
退職金運営費交付金台帳関
係で10年保存が必要であるも
の

退職金運営費交付金台帳関係（平成24年度） 総務部人事課給与第一係 2012年度 2013年4月1日 10年 2022年度末 紙 倉庫2 総務部人事課給与第一係 廃棄

人事課 人事 住居手当に関するもの 住居手当関係（平成25年度） 総務部人事課給与係 2013年度 未定
支給要件喪失後5
年

未定 紙 倉庫1 総務部人事課給与第一係 廃棄

人事課 人事 初任給調整手当に関するもの 初任給調整手当（平成25年度） 総務部人事課給与係 2013年度 未定
支給しなくなった
日から5年

未定 紙 倉庫1 総務部人事課給与第一係 廃棄

人事課 人事 単身赴任手当に関するもの 単身赴任手当関係（平成25年度） 総務部人事課給与係 2013年度 未定
支給要件喪失後5
年

未定 紙 事務室 総務部人事課給与第一係 廃棄

人事課 人事 通勤手当に関するもの 通勤手当関係（平成25年度） 総務部人事課給与係 2013年度 未定
支給要件喪失後5
年

未定 紙 倉庫1 総務部人事課給与第一係 廃棄

人事課 人事 扶養手当に関するもの 扶養手当関係（平成25年度） 総務部人事課給与係 2013年度 未定
支給要件喪失後5
年

未定 紙 倉庫1 総務部人事課給与第一係 廃棄

人事課 人事 復職時調整に関するもの 復職時の調整等発令綴（平成25年度） 総務部人事課給与係 2013年度 2014年4月1日 10年 2023年度末 紙 倉庫2 総務部人事課給与第一係 廃棄

人事課 人事
給与算定の関係で10年保存
が必要であるもの

給与算定（平成25年度） 総務部人事課給与第一係 2013年度 2014年4月1日 10年 2023年度末 紙 倉庫2 総務部人事課給与第一係 廃棄

人事課 人事
人事院勧告の関係で30年保
存が必要であるもの

人事院勧告（平成25年度） 総務部人事課給与第一係 2013年度 2014年4月1日 30年 2043年度末 紙 倉庫2 総務部人事課給与第一係 廃棄

人事課 人事
給与係・発出文書等（通知）の
関係で無期限保存が必要であ
るもの

給与係・発出文書等（通知）（平成25年度） 総務部人事課給与第一係 2013年度 2014年4月1日 無期限 紙 倉庫1 総務部人事課給与第一係 廃棄

人事課 人事
給与係・発出文書等（要項）の
関係で無期限保存が必要であ
るもの

給与係・発出文書等（要項）（平成25年度） 総務部人事課給与第一係 2013年度 2014年4月1日 無期限 紙 倉庫1 総務部人事課給与第一係 廃棄

人事課 人事
退職金運営費交付金台帳関
係で10年保存が必要であるも
の

退職金運営費交付金台帳関係（平成25年度） 総務部人事課給与第一係 2013年度 2014年4月1日 10年 2023年度末 紙 倉庫2 総務部人事課給与第一係 廃棄

人事課 人事 住居手当に関するもの 住居手当関係（平成26年度） 総務部人事課給与第一係 2014年度 未定
支給要件喪失後5
年

未定 紙 倉庫1 総務部人事課給与第一係 廃棄

人事課 人事 初任給調整手当に関するもの 初任給調整手当（平成26年度） 総務部人事課給与第一係 2014年度 未定
支給しなくなった
日から5年

未定 紙 倉庫1 総務部人事課給与第一係 廃棄

人事課 人事 単身赴任手当に関するもの 単身赴任手当関係（平成26年度） 総務部人事課給与第一係 2014年度 未定
支給要件喪失後5
年

未定 紙 事務室 総務部人事課給与第一係 廃棄

人事課 人事 通勤手当に関するもの 通勤手当関係（平成26年度） 総務部人事課給与第一係 2014年度 未定
支給要件喪失後5
年

未定 紙 倉庫1 総務部人事課給与第一係 廃棄

人事課 人事 扶養手当に関するもの 扶養手当関係（平成26年度） 総務部人事課給与第一係 2014年度 未定
支給要件喪失後5
年

未定 紙 倉庫1 総務部人事課給与第一係 廃棄
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備考

人事課 人事 復職時調整に関するもの 復職時の調整等発令綴（平成26年度） 総務部人事課給与第一係 2014年度 2015年4月1日 10年 2024年度末 紙 倉庫2 総務部人事課給与第一係 廃棄

人事課 人事
給与算定の関係で10年保存
が必要であるもの

給与算定（平成26年度） 総務部人事課給与第一係 2014年度 2015年4月1日 10年 2024年度末 紙 倉庫2 総務部人事課給与第一係 廃棄

人事課 人事
給与係・発出文書等（通知）の
関係で無期限保存が必要であ
るもの

給与係・発出文書等（通知）（平成26年度） 総務部人事課給与第一係 2014年度 2015年4月1日 無期限 紙 倉庫1 総務部人事課給与第一係 廃棄

人事課 人事
給与係・発出文書等（要項）の
関係で無期限保存が必要であ
るもの

給与係・発出文書等（要項）（平成26年度） 総務部人事課給与第一係 2014年度 2015年4月1日 無期限 紙 倉庫1 総務部人事課給与第一係 廃棄

人事課 人事
退職金運営費交付金台帳関
係で10年保存が必要であるも
の

退職金運営費交付金台帳関係（平成26年度） 総務部人事課給与第一係 2014年度 2015年4月1日 10年 2024年度末 紙 倉庫2 総務部人事課給与第一係 廃棄

人事課 人事
概算要求関係調書（特殊要因
経費）に係る関係資料で10年
保存が必要であるもの

概算要求関係調書（特殊要因経費）に係る関係資料
（平成27年度要求）

総務部人事課給与第一係 2014年度 2015年4月1日 10年 2024年度末 紙 倉庫1 総務部人事課給与第一係 廃棄

人事課 人事 住居手当に関するもの 住居手当関係（平成27年度） 総務部人事課給与第一係 2015年度 未定
支給要件喪失後5
年

未定 紙 倉庫1 総務部人事課給与第一係 廃棄

人事課 人事 初任給調整手当に関するもの 初任給調整手当（平成27年度） 総務部人事課給与第一係 2015年度 未定
支給しなくなった
日から5年

未定 紙 倉庫1 総務部人事課給与第一係 廃棄

人事課 人事 単身赴任手当に関するもの 単身赴任手当関係（平成27年度） 総務部人事課給与第一係 2015年度 未定
支給要件喪失後5
年

未定 紙 事務室 総務部人事課給与第一係 廃棄

人事課 人事 通勤手当に関するもの 通勤手当関係（平成27年度） 総務部人事課給与第一係 2015年度 未定
支給要件喪失後5
年

未定 紙 倉庫1 総務部人事課給与第一係 廃棄

人事課 人事 扶養手当に関するもの 扶養手当関係（平成27年度） 総務部人事課給与第一係 2015年度 未定
支給要件喪失後5
年

未定 紙 倉庫1 総務部人事課給与第一係 廃棄

人事課 人事 復職時調整に関するもの 復職時の調整等発令綴（平成27年度） 総務部人事課給与第一係 2015年度 2016年4月1日 10年 2025年度末 紙 倉庫2 総務部人事課給与第一係 廃棄

人事課 人事
給与算定の関係で10年保存
が必要であるもの

給与算定（平成27年度） 総務部人事課給与第一係 2015年度 2016年4月1日 10年 2025年度末 紙 倉庫2 総務部人事課給与第一係 廃棄

人事課 人事
人事院勧告の関係で30年保
存が必要であるもの

人事院勧告（平成27年度） 総務部人事課給与第一係 2015年度 2016年4月1日 30年 2045年度末 紙 倉庫1 総務部人事課給与第一係 廃棄

人事課 人事
給与係・発出文書等（通知）の
関係で無期限保存が必要であ
るもの

給与係・発出文書等（通知）（平成27年度） 総務部人事課給与第一係 2015年度 2016年4月1日 無期限 紙 倉庫1 総務部人事課給与第一係 廃棄

人事課 人事
給与係・発出文書等（要項）の
関係で無期限保存が必要であ
るもの

給与係・発出文書等（要項）（平成27年度） 総務部人事課給与第一係 2015年度 2016年4月1日 無期限 紙 倉庫1 総務部人事課給与第一係 廃棄

人事課 人事
退職金運営費交付金台帳関
係で10年保存が必要であるも
の

退職金運営費交付金台帳関係（平成27年度） 総務部人事課給与第一係 2015年度 2016年4月1日 10年 2025年度末 紙 倉庫2 総務部人事課給与第一係 廃棄

人事課 人事
概算要求関係調書（特殊要因
経費）に係る関係資料で10年
保存が必要であるもの

概算要求関係調書（特殊要因経費）に係る関係資料
（平成28年度要求）

総務部人事課給与第一係 2015年度 2016年4月1日 10年 2025年度末 紙 倉庫1 総務部人事課給与第一係 廃棄

人事課 人事 住居手当に関するもの 住居手当関係（平成28年度） 総務部人事課給与第一係 2016年度 未定
支給要件喪失後5
年

未定 紙 倉庫1 総務部人事課給与第一係 廃棄

人事課 人事 初任給調整手当に関するもの 初任給調整手当（平成28年度） 総務部人事課給与第一係 2016年度 未定
支給しなくなった
日から5年

未定 紙 倉庫1 総務部人事課給与第一係 廃棄

人事課 人事 単身赴任手当に関するもの 単身赴任手当関係（平成28年度） 総務部人事課給与第一係 2016年度 未定
支給要件喪失後5
年

未定 紙 事務室 総務部人事課給与第一係 廃棄

人事課 人事 通勤手当に関するもの 通勤手当関係（平成28年度） 総務部人事課給与第一係 2016年度 未定
支給要件喪失後5
年

未定 紙 倉庫1 総務部人事課給与第一係 廃棄

人事課 人事 扶養手当に関するもの 扶養手当関係（平成28年度） 総務部人事課給与第一係 2016年度 未定
支給要件喪失後5
年

未定 紙 倉庫1 総務部人事課給与第一係 廃棄

人事課 人事 復職時調整に関するもの 復職時の調整等発令綴（平成28年度） 総務部人事課給与第一係 2016年度 2017年4月1日 10年 2026年度末 紙 倉庫1 総務部人事課給与第一係 廃棄

人事課 人事 昇格に関するもの 平成28年度昇格 総務部人事課給与第一係 2016年度 2017年4月1日 10年 2026年度末 紙 倉庫2 総務部人事課給与第一係 廃棄

人事課 人事 昇給に関するもの 平成28年昇給 総務部人事課給与第一係 2016年度 2017年4月1日 10年 2026年度末 紙 倉庫1 総務部人事課給与第一係 廃棄

人事課 人事
給与算定の関係で10年保存
が必要であるもの

給与算定（平成28年度） 総務部人事課給与第一係 2016年度 2017年4月1日 10年 2026年度末 紙 倉庫1 総務部人事課給与第一係 廃棄

人事課 人事
人事院勧告の関係で30年保
存が必要であるもの

人事院勧告（平成28年度） 総務部人事課給与第一係 2016年度 2017年4月1日 30年 2046年度末 紙 倉庫1 総務部人事課給与第一係 廃棄

人事課 人事
給与係・発出文書等（通知）の
関係で無期限保存が必要であ
るもの

給与係・発出文書等（通知）（平成28年度） 総務部人事課給与第一係 2016年度 2017年4月1日 無期限 紙 倉庫1 総務部人事課給与第一係 廃棄

人事課 人事
給与係・発出文書等（要項）の
関係で無期限保存が必要であ
るもの

給与係・発出文書等（要項）（平成28年度） 総務部人事課給与第一係 2016年度 2017年4月1日 無期限 紙 倉庫1 総務部人事課給与第一係 廃棄

人事課 人事
退職金運営費交付金台帳関
係で10年保存が必要であるも
の

退職金運営費交付金台帳関係（平成28年度） 総務部人事課給与第一係 2016年度 2017年4月1日 10年 2026年度末 紙 倉庫2 総務部人事課給与第一係 廃棄

人事課 人事
概算要求関係調書（特殊要因
経費）に係る関係資料で10年
保存が必要であるもの

概算要求関係調書（特殊要因経費）に係る関係資料
（平成29年度要求）

総務部人事課給与第一係 2016年度 2017年4月1日 10年 2026年度末 紙 倉庫1 総務部人事課給与第一係 廃棄

人事課 人事 住居手当に関するもの 住居手当関係（平成29年度） 総務部人事課給与第一係 2017年度 未定
支給要件喪失後5
年

未定 紙 倉庫1 総務部人事課給与第一係 廃棄

人事課 人事 初任給調整手当に関するもの 初任給調整手当（平成29年度） 総務部人事課給与第一係 2017年度 未定
支給しなくなった
日から5年

未定 紙 倉庫1 総務部人事課給与第一係 廃棄

人事課 人事 単身赴任手当に関するもの 単身赴任手当関係（平成29年度） 総務部人事課給与第一係 2017年度 未定
支給要件喪失後5
年

未定 紙 事務室 総務部人事課給与第一係 廃棄

人事課 人事 通勤手当に関するもの 通勤手当関係（平成29年度） 総務部人事課給与第一係 2017年度 未定
支給要件喪失後5
年

未定 紙 倉庫1 総務部人事課給与第一係 廃棄

人事課 人事 扶養手当に関するもの 扶養手当関係（平成29年度） 総務部人事課給与第一係 2017年度 未定
支給要件喪失後5
年

未定 紙 倉庫1 総務部人事課給与第一係 廃棄

人事課 人事 復職時調整に関するもの 復職時の調整等発令綴（平成29年度） 総務部人事課給与第一係 2017年度 2018年4月1日 10年 2027年度末 紙 倉庫1 総務部人事課給与第一係 廃棄

人事課 人事 各種統計調査に関するもの
国立大学法人等の役職員の給与水準の公表について（平成29年
度）

総務部人事課給与第一係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 倉庫1 総務部人事課給与第一係 廃棄

人事課 人事 昇格に関するもの 平成29年度昇格 総務部人事課給与第一係 2017年度 2018年4月1日 10年 2027年度末 紙 倉庫1 総務部人事課給与第一係 廃棄

人事課 人事 退職手当に関するもの 平成29年度退職手当 総務部人事課給与第一係 2017年度 2018年4月1日

支給制限その他
の支給に関する
処分を行うことが
できる期間又は５

2022年度末 紙 倉庫2 総務部人事課給与第一係 廃棄

人事課 人事 昇給に関するもの 平成29年昇給 総務部人事課給与第一係 2017年度 2018年4月1日 10年 2027年度末 紙 倉庫2 総務部人事課給与第一係 廃棄

人事課 人事
給与算定の関係で10年保存
が必要であるもの

給与算定（平成29年度） 総務部人事課給与第一係 2017年度 2018年4月1日 10年 2027年度末 紙 倉庫1 総務部人事課給与第一係 廃棄

人事課 人事
人事院勧告の関係で30年保
存が必要であるもの

人事院勧告（平成29年度） 総務部人事課給与第一係 2017年度 2018年4月1日 30年 2047年度末 紙 倉庫1 総務部人事課給与第一係 廃棄

人事課 人事
給与係・発出文書等（通知）の
関係で無期限保存が必要であ
るもの

給与係・発出文書等（通知）（平成29年度） 総務部人事課給与第一係 2017年度 2018年4月1日 無期限 紙 倉庫1 総務部人事課給与第一係 廃棄

人事課 人事
給与係・発出文書等（要項）の
関係で無期限保存が必要であ
るもの

給与係・発出文書等（要項）（平成29年度） 総務部人事課給与第一係 2017年度 2018年4月1日 無期限 紙 倉庫1 総務部人事課給与第一係 廃棄

人事課 人事
人件費予算の関係で5年保存
が必要であるもの

人件費予算（平成29年度） 総務部人事課給与第一係 2017年度 2019年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 総務部人事課給与第一係 廃棄

人事課 人事
退職金運営費交付金台帳関
係で10年保存が必要であるも
の

退職金運営費交付金台帳関係（平成29年度） 総務部人事課給与第一係 2017年度 2018年4月1日 10年 2027年度末 紙 事務室 総務部人事課給与第一係 廃棄

人事課 人事
給与規則文科省届出関係で5
年保存が必要であるもの

給与規則文科省届出（平成29年度） 総務部人事課給与第一係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 倉庫1 総務部人事課給与第一係 廃棄

人事課 人事
概算要求関係調書（特殊要因
経費）に係る関係資料で10年
保存が必要であるもの

概算要求関係調書（特殊要因経費）に係る関係資料
（平成30年度要求）

総務部人事課給与第一係 2017年度 2018年4月1日 10年 2027年度末 紙 倉庫1 総務部人事課給与第一係 廃棄

人事課 人事 住居手当に関するもの 住居手当関係（平成30年度） 総務部人事課給与第一係 2018年度 未定
支給要件喪失後5
年

未定 紙 倉庫1 総務部人事課給与第一係 廃棄

人事課 人事 初任給調整手当に関するもの 初任給調整手当（平成30年度） 総務部人事課給与第一係 2018年度 未定
支給しなくなった
日から5年

未定 紙 倉庫1 総務部人事課給与第一係 廃棄

人事課 人事 単身赴任手当に関するもの 単身赴任手当関係（平成30年度） 総務部人事課給与第一係 2018年度 未定
支給要件喪失後5
年

未定 紙 事務室 総務部人事課給与第一係 廃棄

人事課 人事 通勤手当に関するもの 通勤手当関係（平成30年度） 総務部人事課給与第一係 2018年度 未定
支給要件喪失後5
年

未定 紙 倉庫1 総務部人事課給与第一係 廃棄

人事課 人事 扶養手当に関するもの 扶養手当関係（平成30年度） 総務部人事課給与第一係 2018年度 未定
支給要件喪失後5
年

未定 紙 倉庫1 総務部人事課給与第一係 廃棄

人事課 人事 復職時調整に関するもの 復職時の調整等発令綴（平成30年度） 総務部人事課給与第一係 2018年度 2019年4月1日 10年 2028年度末 紙 倉庫1 総務部人事課給与第一係 廃棄

人事課 管理・運営 各種統計調査に関するもの
国立大学法人等の役職員の給与水準の公表について（平成30年
度）

総務部人事課給与第一係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 倉庫1 総務部人事課給与第一係 廃棄

人事課 人事
期末・勤勉手当の関係で5年
保存が必要であるもの

平成30年度期末・勤勉 総務部人事課給与第一係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 倉庫2 総務部人事課給与第一係 廃棄

人事課 人事 昇格に関するもの 平成30年度昇格 総務部人事課給与第一係 2018年度 2019年4月1日 10年 2028年度末 紙 倉庫1 総務部人事課給与第一係 廃棄

人事課 人事 退職手当に関するもの 平成30年度退職手当 総務部人事課給与第一係 2018年度 2019年4月1日

支給制限その他
の支給に関する
処分を行うことが
できる期間又は５

2023年度末 紙 倉庫2 総務部人事課給与第一係 廃棄

人事課 人事 昇給に関するもの 平成31年昇給 総務部人事課給与第一係 2018年度 2019年4月1日 10年 2028年度末 紙 倉庫2 総務部人事課給与第一係 廃棄
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部局名 １）大分類 ２）中分類 ３）小分類（法人文書ファイル名） ４）作成・取得者
５）作成・取得年度
等

６）起算日 ７）保存期間
８）保存期間
    満了時期

９）媒体の種別 10）保存場所 11）管理担当課・係
12)保存期間満
了時の措置

備考

人事課 人事
大学院調整額の関係で5年保
存が必要であるもの

大学院調整額（平成30年度） 総務部人事課給与第一係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 倉庫2 総務部人事課給与第一係 廃棄

人事課 人事
給与算定の関係で10年保存
が必要であるもの

給与算定（平成30年度） 総務部人事課給与第一係 2018年度 2019年4月1日 10年 2028年度末 紙 倉庫1 総務部人事課給与第一係 廃棄

人事課 人事
人事院勧告の関係で30年保
存が必要であるもの

人事院勧告（平成30年度） 総務部人事課給与第一係 2018年度 2019年4月1日 30年 2048年度末 紙 倉庫1 総務部人事課給与第一係 廃棄

人事課 人事
給与係・発出文書等（通知）の
関係で無期限保存が必要であ
るもの

給与係・発出文書等（通知）（平成30年度） 総務部人事課給与第一係 2018年度 2019年4月1日 無期限 紙 倉庫1 総務部人事課給与第一係 廃棄

人事課 人事
給与係・発出文書等（要項）の
関係で無期限保存が必要であ
るもの

給与係・発出文書等（要項）（平成30年度） 総務部人事課給与第一係 2018年度 2019年4月1日 無期限 紙 倉庫1 総務部人事課給与第一係 廃棄

人事課 人事
人件費予算の関係で5年保存
が必要であるもの

人件費予算（平成30年度） 総務部人事課給与第一係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 総務部人事課給与第一係 廃棄

人事課 人事
退職金運営費交付金台帳関
係で10年保存が必要であるも
の

退職金運営費交付金台帳関係（平成30年度） 総務部人事課給与第一係 2018年度 2019年4月1日 10年 2028年度末 紙 事務室 総務部人事課給与第一係 廃棄

人事課 人事
給与規則文科省届出関係で5
年保存が必要であるもの

給与規則文科省届出（平成30年度） 総務部人事課給与第一係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 倉庫1 総務部人事課給与第一係 廃棄

人事課 人事
概算要求関係調書（特殊要因
経費）に係る関係資料で10年
保存が必要であるもの

概算要求関係調書（特殊要因経費）に係る関係資料
（平成31年度要求）

総務部人事課給与第一係 2018年度 2019年4月1日 10年 2028年度末 紙 倉庫1 総務部人事課給与第一係 廃棄

人事課 人事 給与の口座振込申出書 平成21年度　非常勤給与口座 総務部人事課給与第二係 2009年度 未定
口座振込によらな
くなった後5年

未定 紙 経理課倉庫 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事 給与の口座振込申出書 平成21年度給与口座届出（常勤） 総務部人事課給与第二係 2009年度 未定
口座振込によらな
くなった後5年

未定 紙 事務室 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事 給与の口座振込申出書 平成22年度　非常勤給与口座 総務部人事課給与第二係 2010年度 未定
口座振込によらな
くなった後5年

未定 紙 経理課倉庫 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事 給与の口座振込申出書 平成22年度給与口座届出（常勤） 総務部人事課給与第二係 2010年度 未定
口座振込によらな
くなった後5年

未定 紙 事務室 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事 給与の口座振込申出書 平成23年度　非常勤給与口座 総務部人事課給与第二係 2011年度 未定
口座振込によらな
くなった後5年

未定 紙 経理課倉庫 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事 給与の口座振込申出書 平成23年度給与口座届出（常勤） 総務部人事課給与第二係 2011年度 未定
口座振込によらな
くなった後5年

未定 紙 事務室 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事 給与の口座振込申出書 平成24年度　非常勤給与口座 総務部人事課給与第二係 2012年度 未定
口座振込によらな
くなった後5年

未定 紙 経理課倉庫 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事 給与の口座振込申出書 平成24年度給与口座届出（常勤） 総務部人事課給与第二係 2012年度 未定
口座振込によらな
くなった後5年

未定 紙 事務室 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事 給与の口座振込申出書 平成25年度　非常勤給与口座 総務部人事課給与第二係 2013年度 未定
口座振込によらな
くなった後5年

未定 紙 経理課倉庫 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事 給与の口座振込申出書 平成25年度給与口座届出（常勤） 総務部人事課給与第二係 2013年度 未定
口座振込によらな
くなった後5年

未定 紙 事務室 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事 給与の口座振込申出書 平成26年度　非常勤給与口座 総務部人事課給与第二係 2014年度 未定
口座振込によらな
くなった後5年

未定 紙 経理課倉庫 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事 給与の口座振込申出書 平成26年度給与口座届出（常勤） 総務部人事課給与第二係 2014年度 未定
口座振込によらな
くなった後5年

未定 紙 事務室 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事
給与所得者の扶養控除等（異
動）申告書等源泉徴収に関す
るもの

給与所得の源泉徴収票　平成27年分　総務部 総務部人事課給与第二係 2015年度 2016年2月1日 7年 2023年1月31日 紙 倉庫2 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事
給与所得者の扶養控除等（異
動）申告書等源泉徴収に関す
るもの

給与所得の源泉徴収票　平成27年分　財務施設部 総務部人事課給与第二係 2015年度 2016年2月1日 7年 2023年1月31日 紙 倉庫2 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事
給与所得者の扶養控除等（異
動）申告書等源泉徴収に関す
るもの

給与所得の源泉徴収票　平成27年分　教育研究支援部 総務部人事課給与第二係 2015年度 2016年2月1日 7年 2023年1月31日 紙 倉庫2 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事
給与所得者の扶養控除等（異
動）申告書等源泉徴収に関す
るもの

給与所得の源泉徴収票　平成27年分　学務部 総務部人事課給与第二係 2015年度 2016年2月1日 7年 2023年1月31日 紙 倉庫2 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事
給与所得者の扶養控除等（異
動）申告書等源泉徴収に関す
るもの

給与所得の源泉徴収票　平成27年分　総合教育科学系 総務部人事課給与第二係 2015年度 2016年2月1日 7年 2023年1月31日 紙 倉庫2 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事
給与所得者の扶養控除等（異
動）申告書等源泉徴収に関す
るもの

給与所得の源泉徴収票　平成27年分　人文社会科学系 総務部人事課給与第二係 2015年度 2016年2月1日 7年 2023年1月31日 紙 倉庫2 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事
給与所得者の扶養控除等（異
動）申告書等源泉徴収に関す
るもの

給与所得の源泉徴収票　平成27年分　自然科学系 総務部人事課給与第二係 2015年度 2016年2月1日 7年 2023年1月31日 紙 倉庫2 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事
給与所得者の扶養控除等（異
動）申告書等源泉徴収に関す
るもの

給与所得の源泉徴収票　平成27年分　芸術・スポーツ科学系 総務部人事課給与第二係 2015年度 2016年2月1日 7年 2023年1月31日 紙 倉庫2 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事
給与所得者の扶養控除等（異
動）申告書等源泉徴収に関す
るもの

給与所得の源泉徴収票　平成27年分　研究センター 総務部人事課給与第二係 2015年度 2016年2月1日 7年 2023年1月31日 紙 倉庫2 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事
給与所得者の扶養控除等（異
動）申告書等源泉徴収に関す
るもの

給与所得の源泉徴収票　平成27年分　退職者　在外教育施設 総務部人事課給与第二係 2015年度 2016年2月1日 7年 2023年1月31日 紙 倉庫2 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事
給与所得者の扶養控除等（異
動）申告書等源泉徴収に関す
るもの

給与所得の源泉徴収票　平成27年分　小金井小学校　小金井幼
稚園

総務部人事課給与第二係 2015年度 2016年2月1日 7年 2023年1月31日 紙 倉庫2 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事
給与所得者の扶養控除等（異
動）申告書等源泉徴収に関す
るもの

給与所得の源泉徴収票　平成27年分　小金井中学校 総務部人事課給与第二係 2015年度 2016年2月1日 7年 2023年1月31日 紙 倉庫2 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事
給与所得者の扶養控除等（異
動）申告書等源泉徴収に関す
るもの

給与所得の源泉徴収票　平成27年分　世田谷小学校 総務部人事課給与第二係 2015年度 2016年2月1日 7年 2023年1月31日 紙 倉庫2 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事
給与所得者の扶養控除等（異
動）申告書等源泉徴収に関す
るもの

給与所得の源泉徴収票　平成27年分　世田谷中学校 総務部人事課給与第二係 2015年度 2016年2月1日 7年 2023年1月31日 紙 倉庫2 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事
給与所得者の扶養控除等（異
動）申告書等源泉徴収に関す
るもの

給与所得の源泉徴収票　平成27年分　竹早小学校　竹早幼稚園 総務部人事課給与第二係 2015年度 2016年2月1日 7年 2023年1月31日 紙 倉庫2 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事
給与所得者の扶養控除等（異
動）申告書等源泉徴収に関す
るもの

給与所得の源泉徴収票　平成27年分　竹早中学校 総務部人事課給与第二係 2015年度 2016年2月1日 7年 2023年1月31日 紙 倉庫2 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事
給与所得者の扶養控除等（異
動）申告書等源泉徴収に関す
るもの

給与所得の源泉徴収票　平成27年分　大泉小学校 総務部人事課給与第二係 2015年度 2016年2月1日 7年 2023年1月31日 紙 倉庫2 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事
給与所得者の扶養控除等（異
動）申告書等源泉徴収に関す
るもの

給与所得の源泉徴収票　平成27年分　高等学校 総務部人事課給与第二係 2015年度 2016年2月1日 7年 2023年1月31日 紙 倉庫2 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事
給与所得者の扶養控除等（異
動）申告書等源泉徴収に関す
るもの

給与所得の源泉徴収票　平成27年分　国際中等教育学校 総務部人事課給与第二係 2015年度 2016年2月1日 7年 2023年1月31日 紙 倉庫2 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事
給与所得者の扶養控除等（異
動）申告書等源泉徴収に関す
るもの

給与所得の源泉徴収票　平成27年分　特別支援学校 総務部人事課給与第二係 2015年度 2016年2月1日 7年 2023年1月31日 紙 倉庫2 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事
給与所得者の扶養控除等（異
動）申告書等源泉徴収に関す
るもの

給与所得の源泉徴収票　平成27年分　非常勤ア～オ 総務部人事課給与第二係 2015年度 2016年2月1日 7年 2023年1月31日 紙 倉庫2 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事
給与所得者の扶養控除等（異
動）申告書等源泉徴収に関す
るもの

給与所得の源泉徴収票　平成27年分　非常勤カ～コ 総務部人事課給与第二係 2015年度 2016年2月1日 7年 2023年1月31日 紙 倉庫2 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事
給与所得者の扶養控除等（異
動）申告書等源泉徴収に関す
るもの

給与所得の源泉徴収票　平成27年分　非常勤サ～ソ 総務部人事課給与第二係 2015年度 2016年2月1日 7年 2023年1月31日 紙 倉庫2 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事
給与所得者の扶養控除等（異
動）申告書等源泉徴収に関す
るもの

給与所得の源泉徴収票　平成27年分　非常勤タ～ト 総務部人事課給与第二係 2015年度 2016年2月1日 7年 2023年1月31日 紙 倉庫2 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事
給与所得者の扶養控除等（異
動）申告書等源泉徴収に関す
るもの

給与所得の源泉徴収票　平成27年分　非常勤ナ～ノ 総務部人事課給与第二係 2015年度 2016年2月1日 7年 2023年1月31日 紙 倉庫2 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事
給与所得者の扶養控除等（異
動）申告書等源泉徴収に関す
るもの

給与所得の源泉徴収票　平成27年分　非常勤ハ～ホ 総務部人事課給与第二係 2015年度 2016年2月1日 7年 2023年1月31日 紙 倉庫2 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事
給与所得者の扶養控除等（異
動）申告書等源泉徴収に関す
るもの

給与所得の源泉徴収票　平成27年分　非常勤マ～モ 総務部人事課給与第二係 2015年度 2016年2月1日 7年 2023年1月31日 紙 倉庫2 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事
給与所得者の扶養控除等（異
動）申告書等源泉徴収に関す
るもの

給与所得の源泉徴収票　平成27年分　非常勤ヤ～ワ 総務部人事課給与第二係 2015年度 2016年2月1日 7年 2023年1月31日 紙 倉庫2 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事
給与所得者の扶養控除等（異
動）申告書等源泉徴収に関す
るもの

H27（2015）　保険料控除申告書　兼　配偶者特別控除申告書　事
務・センター・非常勤

総務部人事課給与第二係 2015年度 2016年1月11日 7年 2023年1月10日 紙 経理課倉庫 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事
給与所得者の扶養控除等（異
動）申告書等源泉徴収に関す
るもの

H27（2015）　保険料控除申告書　兼　配偶者特別控除申告書　附
属学校

総務部人事課給与第二係 2015年度 2016年1月11日 7年 2023年1月10日 紙 経理課倉庫 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事
給与所得者の扶養控除等（異
動）申告書等源泉徴収に関す
るもの

H27（2015）　保険料控除申告書　兼　配偶者特別控除申告書　学
系

総務部人事課給与第二係 2015年度 2016年1月11日 7年 2023年1月10日 紙 経理課倉庫 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事
給与所得者の扶養控除等（異
動）申告書等源泉徴収に関す
るもの

H27（2015）　扶養控除等申告書　事務・センター・学系　前職合算
源泉徴収票

総務部人事課給与第二係 2015年度 2016年1月11日 7年 2023年1月10日 紙 経理課倉庫 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事
給与所得者の扶養控除等（異
動）申告書等源泉徴収に関す
るもの

H27（2015）　扶養控除等申告書　附属学校・非常勤　退職者 総務部人事課給与第二係 2015年度 2016年1月11日 7年 2023年1月10日 紙 経理課倉庫 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事
給与所得者の扶養控除等（異
動）申告書等源泉徴収に関す
るもの

平成27年　年末調整関係綴り 総務部人事課給与第二係 2015年度 2016年2月1日 7年 2023年1月31日 紙 経理課倉庫 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事 給与の口座振込申出書 平成27年度　非常勤給与口座 総務部人事課給与第二係 2015年度 未定
口座振込によらな
くなった後5年

未定 紙 経理課倉庫 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事 給与の口座振込申出書 平成27年度給与口座届出（常勤） 総務部人事課給与第二係 2015年度 未定
口座振込によらな
くなった後5年

未定 紙 事務室 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事
給与所得者の扶養控除等（異
動）申告書等源泉徴収に関す
るもの

平成28年分　給与所得の源泉徴収票 総務部人事課給与第二係 2016年度 2017年2月1日 7年 2024年1月31日 電子データ 事務室 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事
給与所得者の扶養控除等（異
動）申告書等源泉徴収に関す
るもの

平成28年　扶養控除等申告書　総務部 総務部人事課給与第二係 2016年度 2017年1月11日 7年 2024年1月10日 紙 経理課倉庫 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事
給与所得者の扶養控除等（異
動）申告書等源泉徴収に関す
るもの

平成28年　扶養控除等申告書　学務部 総務部人事課給与第二係 2016年度 2017年1月11日 7年 2024年1月10日 紙 経理課倉庫 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事
給与所得者の扶養控除等（異
動）申告書等源泉徴収に関す
るもの

平成28年　扶養控除等申告書　財務施設部 総務部人事課給与第二係 2016年度 2017年1月11日 7年 2024年1月10日 紙 経理課倉庫 総務部人事課給与第二係 廃棄
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人事課 人事
給与所得者の扶養控除等（異
動）申告書等源泉徴収に関す
るもの

平成28年　扶養控除等申告書　教育研究支援部・施設・センター 総務部人事課給与第二係 2016年度 2017年1月11日 7年 2024年1月10日 紙 経理課倉庫 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事
給与所得者の扶養控除等（異
動）申告書等源泉徴収に関す
るもの

平成28年　扶養控除等申告書　総合教育科学系 総務部人事課給与第二係 2016年度 2017年1月11日 7年 2024年1月10日 紙 経理課倉庫 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事
給与所得者の扶養控除等（異
動）申告書等源泉徴収に関す
るもの

平成28年　扶養控除等申告書　人文社会科学系 総務部人事課給与第二係 2016年度 2017年1月11日 7年 2024年1月10日 紙 経理課倉庫 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事
給与所得者の扶養控除等（異
動）申告書等源泉徴収に関す
るもの

平成28年　扶養控除等申告書　自然科学系 総務部人事課給与第二係 2016年度 2017年1月11日 7年 2024年1月10日 紙 経理課倉庫 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事
給与所得者の扶養控除等（異
動）申告書等源泉徴収に関す
るもの

平成28年　扶養控除等申告書　芸術・スポーツ科学系 総務部人事課給与第二係 2016年度 2017年1月11日 7年 2024年1月10日 紙 経理課倉庫 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事
給与所得者の扶養控除等（異
動）申告書等源泉徴収に関す
るもの

平成28年　扶養控除等申告書　小学校・幼稚園 総務部人事課給与第二係 2016年度 2017年1月11日 7年 2024年1月10日 紙 経理課倉庫 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事
給与所得者の扶養控除等（異
動）申告書等源泉徴収に関す
るもの

平成28年　扶養控除等申告書　中学校 総務部人事課給与第二係 2016年度 2017年1月11日 7年 2024年1月10日 紙 経理課倉庫 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事
給与所得者の扶養控除等（異
動）申告書等源泉徴収に関す
るもの

平成28年　扶養控除等申告書　高校 総務部人事課給与第二係 2016年度 2017年1月11日 7年 2024年1月10日 紙 経理課倉庫 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事
給与所得者の扶養控除等（異
動）申告書等源泉徴収に関す
るもの

平成28年　扶養控除等申告書　国際中等・特別支援 総務部人事課給与第二係 2016年度 2017年1月11日 7年 2024年1月10日 紙 経理課倉庫 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事
給与所得者の扶養控除等（異
動）申告書等源泉徴収に関す
るもの

平成28年　扶養控除等申告書　非常勤職員 総務部人事課給与第二係 2016年度 2017年1月11日 7年 2024年1月10日 紙 経理課倉庫 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事
給与所得者の扶養控除等（異
動）申告書等源泉徴収に関す
るもの

平成28年　扶養控除等申告書　非常勤職員2・非常勤講師 総務部人事課給与第二係 2016年度 2017年1月11日 7年 2024年1月10日 紙 経理課倉庫 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事
給与所得者の扶養控除等（異
動）申告書等源泉徴収に関す
るもの

平成28年　扶養控除等申告書　退職者 総務部人事課給与第二係 2016年度 2017年1月11日 7年 2024年1月10日 紙 経理課倉庫 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事
給与所得者の扶養控除等（異
動）申告書等源泉徴収に関す
るもの

平成28年　前職合算分 総務部人事課給与第二係 2016年度 2017年1月11日 7年 2024年1月10日 紙 経理課倉庫 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事
給与所得者の扶養控除等（異
動）申告書等源泉徴収に関す
るもの

平成28年　生保・配特控除申告書　総務部 総務部人事課給与第二係 2016年度 2017年1月11日 7年 2024年1月10日 紙 経理課倉庫 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事
給与所得者の扶養控除等（異
動）申告書等源泉徴収に関す
るもの

平成28年　生保・配特控除申告書　学務部 総務部人事課給与第二係 2016年度 2017年1月11日 7年 2024年1月10日 紙 経理課倉庫 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事
給与所得者の扶養控除等（異
動）申告書等源泉徴収に関す
るもの

平成28年　生保・配特控除申告書　財務施設部 総務部人事課給与第二係 2016年度 2017年1月11日 7年 2024年1月10日 紙 経理課倉庫 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事
給与所得者の扶養控除等（異
動）申告書等源泉徴収に関す
るもの

平成28年　生保・配特控除申告書　教育研究支援部・施設・セン
ター

総務部人事課給与第二係 2016年度 2017年1月11日 7年 2024年1月10日 紙 経理課倉庫 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事
給与所得者の扶養控除等（異
動）申告書等源泉徴収に関す
るもの

平成28年　生保・配特控除申告書　総合教育科学系 総務部人事課給与第二係 2016年度 2017年1月11日 7年 2024年1月10日 紙 経理課倉庫 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事
給与所得者の扶養控除等（異
動）申告書等源泉徴収に関す
るもの

平成28年　生保・配特控除申告書　人文社会科学系 総務部人事課給与第二係 2016年度 2017年1月11日 7年 2024年1月10日 紙 経理課倉庫 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事
給与所得者の扶養控除等（異
動）申告書等源泉徴収に関す
るもの

平成28年　生保・配特控除申告書　自然科学系 総務部人事課給与第二係 2016年度 2017年1月11日 7年 2024年1月10日 紙 経理課倉庫 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事
給与所得者の扶養控除等（異
動）申告書等源泉徴収に関す
るもの

平成28年　生保・配特控除申告書　芸術・スポーツ科学系 総務部人事課給与第二係 2016年度 2017年1月11日 7年 2024年1月10日 紙 経理課倉庫 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事
給与所得者の扶養控除等（異
動）申告書等源泉徴収に関す
るもの

平成28年　生保・配特控除申告書　小学校・幼稚園 総務部人事課給与第二係 2016年度 2017年1月11日 7年 2024年1月10日 紙 経理課倉庫 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事
給与所得者の扶養控除等（異
動）申告書等源泉徴収に関す
るもの

平成28年　生保・配特控除申告書　中学校 総務部人事課給与第二係 2016年度 2017年1月11日 7年 2024年1月10日 紙 経理課倉庫 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事
給与所得者の扶養控除等（異
動）申告書等源泉徴収に関す
るもの

平成28年　生保・配特控除申告書　高校　国際中等 総務部人事課給与第二係 2016年度 2017年1月11日 7年 2024年1月10日 紙 経理課倉庫 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事
給与所得者の扶養控除等（異
動）申告書等源泉徴収に関す
るもの

平成28年　生保・配特控除申告書　特別支援　在外 総務部人事課給与第二係 2016年度 2017年1月11日 7年 2024年1月10日 紙 経理課倉庫 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事
給与所得者の扶養控除等（異
動）申告書等源泉徴収に関す
るもの

平成28年　生保・配特控除申告書　非常勤職員 総務部人事課給与第二係 2016年度 2017年1月11日 7年 2024年1月10日 紙 経理課倉庫 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事
給与所得者の扶養控除等（異
動）申告書等源泉徴収に関す
るもの

平成28年　生保・配特控除申告書　非常勤職員2・非常勤講師 総務部人事課給与第二係 2016年度 2017年1月11日 7年 2024年1月10日 紙 経理課倉庫 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事
マイナンバーの受領に関する
もの

マイナンバー受領簿 総務部人事課給与第二係 2016年 2017年1月1日 無期限 紙 事務室金庫 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事
マイナンバーの届出に関する
もの

マイナンバー届出書　大学教員 総務部人事課給与第二係 2016年 未定 7年 未定 紙 事務室金庫 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事
マイナンバーの届出に関する
もの

マイナンバー届出書　附属学校教員　あ～こ 総務部人事課給与第二係 2016年 未定 7年 未定 紙 事務室金庫 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事
マイナンバーの届出に関する
もの

マイナンバー届出書　附属学校教員　さ～わ 総務部人事課給与第二係 2016年 未定 7年 未定 紙 事務室金庫 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事
マイナンバーの届出に関する
もの

マイナンバー届出書　事務職員 総務部人事課給与第二係 2016年 未定 7年 未定 紙 事務室金庫 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事
マイナンバーの届出に関する
もの

マイナンバー届出書　非常勤　あ～う 総務部人事課給与第二係 2016年 未定 7年 未定 紙 事務室金庫 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事
マイナンバーの届出に関する
もの

マイナンバー届出書　非常勤　え～お 総務部人事課給与第二係 2016年 未定 7年 未定 紙 事務室金庫 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事
マイナンバーの届出に関する
もの

マイナンバー届出書　非常勤　か～こ 総務部人事課給与第二係 2016年 未定 7年 未定 紙 事務室金庫 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事
マイナンバーの届出に関する
もの

マイナンバー届出書　非常勤　さ～そ 総務部人事課給与第二係 2016年 未定 7年 未定 紙 事務室金庫 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事
マイナンバーの届出に関する
もの

マイナンバー届出書　非常勤　た～と 総務部人事課給与第二係 2016年 未定 7年 未定 紙 事務室金庫 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事
マイナンバーの届出に関する
もの

マイナンバー届出書　非常勤　な～の 総務部人事課給与第二係 2016年 未定 7年 未定 紙 事務室金庫 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事
マイナンバーの届出に関する
もの

マイナンバー届出書　非常勤　は～ほ 総務部人事課給与第二係 2016年 未定 7年 未定 紙 事務室金庫 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事
マイナンバーの届出に関する
もの

マイナンバー届出書　非常勤　ま～も 総務部人事課給与第二係 2016年 未定 7年 未定 紙 事務室金庫 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事
マイナンバーの届出に関する
もの

マイナンバー届出書　非常勤　や～わ 総務部人事課給与第二係 2016年 未定 7年 未定 紙 事務室金庫 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事 給与の口座振込申出書 平成28年度　非常勤給与口座 総務部人事課給与第二係 2016年度 未定
口座振込によらな
くなった後5年

未定 紙 経理課倉庫 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事 給与の口座振込申出書 平成28年度給与口座届出（常勤） 総務部人事課給与第二係 2016年度 未定
口座振込によらな
くなった後5年

未定 紙 事務室 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事
給与所得者の扶養控除等（異
動）申告書等源泉徴収に関す
るもの

年末調整関係　平成28年度 総務部人事課給与第二係 2016年度 2017年2月1日 7年 2024年1月31日 紙 経理課倉庫 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事
給与所得者の扶養控除等（異
動）申告書等源泉徴収に関す
るもの

平成29年分　給与所得の源泉徴収票 総務部人事課給与第二係 2017年度 2018年2月1日 7年 2025年1月31日 電子データ 事務室 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事 住民税異動関係届 住民税異動関係届　平成29年度 総務部人事課給与第二係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事
給与所得等に係る市民税・県
民税特別徴収税額の決定・変
更通知書

平成29年度　給与所得等に係る市民税・県民税特別徴収税額の
決定・変更通知書（特別徴収義務者用）

総務部人事課給与第二係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室金庫 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事
給与所得者の扶養控除等（異
動）申告書等源泉徴収に関す
るもの

平成29年　扶養控除申告書　総務部 総務部人事課給与第二係 2017年度 2018年1月11日 7年 2025年1月10日 紙 事務室 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事
給与所得者の扶養控除等（異
動）申告書等源泉徴収に関す
るもの

平成29年　扶養控除申告書　学務部 総務部人事課給与第二係 2017年度 2018年1月11日 7年 2025年1月10日 紙 事務室 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事
給与所得者の扶養控除等（異
動）申告書等源泉徴収に関す
るもの

平成29年　扶養控除申告書　財務施設部 総務部人事課給与第二係 2017年度 2018年1月11日 7年 2025年1月10日 紙 事務室 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事
給与所得者の扶養控除等（異
動）申告書等源泉徴収に関す
るもの

平成29年　扶養控除申告書　教育研究支援部・施設・センター 総務部人事課給与第二係 2017年度 2018年1月11日 7年 2025年1月10日 紙 事務室 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事
給与所得者の扶養控除等（異
動）申告書等源泉徴収に関す
るもの

平成29年　扶養控除申告書　総合教育科学系 総務部人事課給与第二係 2017年度 2018年1月11日 7年 2025年1月10日 紙 事務室 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事
給与所得者の扶養控除等（異
動）申告書等源泉徴収に関す
るもの

平成29年　扶養控除申告書　人文社会科学系 総務部人事課給与第二係 2017年度 2018年1月11日 7年 2025年1月10日 紙 事務室 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事
給与所得者の扶養控除等（異
動）申告書等源泉徴収に関す
るもの

平成29年　扶養控除申告書　自然科学系 総務部人事課給与第二係 2017年度 2018年1月11日 7年 2025年1月10日 紙 事務室 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事
給与所得者の扶養控除等（異
動）申告書等源泉徴収に関す
るもの

平成29年　扶養控除申告書　芸術・スポーツ科学系 総務部人事課給与第二係 2017年度 2018年1月11日 7年 2025年1月10日 紙 事務室 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事
給与所得者の扶養控除等（異
動）申告書等源泉徴収に関す
るもの

平成29年　扶養控除申告書　小学校・幼稚園 総務部人事課給与第二係 2017年度 2018年1月11日 7年 2025年1月10日 紙 事務室 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事
給与所得者の扶養控除等（異
動）申告書等源泉徴収に関す
るもの

平成29年　扶養控除申告書　中学校 総務部人事課給与第二係 2017年度 2018年1月11日 7年 2025年1月10日 紙 事務室 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事
給与所得者の扶養控除等（異
動）申告書等源泉徴収に関す
るもの

平成29年　扶養控除申告書　高校 総務部人事課給与第二係 2017年度 2018年1月11日 7年 2025年1月10日 紙 事務室 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事
給与所得者の扶養控除等（異
動）申告書等源泉徴収に関す
るもの

平成29年　扶養控除申告書　国際中等・特別支援 総務部人事課給与第二係 2017年度 2018年1月11日 7年 2025年1月10日 紙 事務室 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事
給与所得者の扶養控除等（異
動）申告書等源泉徴収に関す
るもの

平成29年　扶養控除申告書　非常勤職員・非常勤講師 総務部人事課給与第二係 2017年度 2018年1月11日 7年 2025年1月10日 紙 事務室 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事
給与所得者の扶養控除等（異
動）申告書等源泉徴収に関す
るもの

平成29年　扶養控除申告書　非常勤職員・非常勤講師　2 総務部人事課給与第二係 2017年度 2018年1月11日 7年 2025年1月10日 紙 事務室 総務部人事課給与第二係 廃棄
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人事課 人事
給与所得者の扶養控除等（異
動）申告書等源泉徴収に関す
るもの

平成29年　前職合算分 総務部人事課給与第二係 2017年度 2018年1月11日 7年 2025年1月10日 紙 事務室 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事
給与所得者の扶養控除等（異
動）申告書等源泉徴収に関す
るもの

平成29年　保険料・配偶者控除申告書　総務部・教育研究支援部 総務部人事課給与第二係 2017年度 2018年1月11日 7年 2025年1月10日 紙 事務室 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事
給与所得者の扶養控除等（異
動）申告書等源泉徴収に関す
るもの

平成29年　保険料・配偶者控除申告書　学務部・財務施設部 総務部人事課給与第二係 2017年度 2018年1月11日 7年 2025年1月10日 紙 事務室 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事
給与所得者の扶養控除等（異
動）申告書等源泉徴収に関す
るもの

平成29年　保険料・配偶者控除申告書　総合・教職大学院 総務部人事課給与第二係 2017年度 2018年1月11日 7年 2025年1月10日 紙 事務室 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事
給与所得者の扶養控除等（異
動）申告書等源泉徴収に関す
るもの

平成29年　保険料・配偶者控除申告書　自然 総務部人事課給与第二係 2017年度 2018年1月11日 7年 2025年1月10日 紙 事務室 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事
給与所得者の扶養控除等（異
動）申告書等源泉徴収に関す
るもの

平成29年　保険料・配偶者控除申告書　芸スポ・センター 総務部人事課給与第二係 2017年度 2018年1月11日 7年 2025年1月10日 紙 事務室 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事
給与所得者の扶養控除等（異
動）申告書等源泉徴収に関す
るもの

平成29年　保険料・配偶者控除申告書　人文 総務部人事課給与第二係 2017年度 2018年1月11日 7年 2025年1月10日 紙 事務室 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事
給与所得者の扶養控除等（異
動）申告書等源泉徴収に関す
るもの

平成29年　保険料・配偶者控除申告書　小学校・幼稚園 総務部人事課給与第二係 2017年度 2018年1月11日 7年 2025年1月10日 紙 事務室 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事
給与所得者の扶養控除等（異
動）申告書等源泉徴収に関す
るもの

平成29年　保険料・配偶者控除申告書　特別支援・中学校 総務部人事課給与第二係 2017年度 2018年1月11日 7年 2025年1月10日 紙 事務室 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事
給与所得者の扶養控除等（異
動）申告書等源泉徴収に関す
るもの

平成29年　保険料・配偶者控除申告書　高校・国際中等 総務部人事課給与第二係 2017年度 2018年1月11日 7年 2025年1月10日 紙 事務室 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事
給与所得者の扶養控除等（異
動）申告書等源泉徴収に関す
るもの

平成29年　保険料・配偶者控除申告書　非常勤職員・講師 総務部人事課給与第二係 2017年度 2018年1月11日 7年 2025年1月10日 紙 事務室 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事 勤務時間報告書 平成29年度　常勤　勤務時間報告書　4月～9月 総務部人事課給与第二係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事 勤務時間報告書 平成29年度　常勤　勤務時間報告書　10月～3月 総務部人事課給与第二係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事 勤務時間報告書 平成29年度　勤務時間報告書　非常勤1 総務部人事課給与第二係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事 勤務時間報告書 平成29年度　勤務時間報告書　非常勤2 総務部人事課給与第二係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事 職員別給与簿 平成29年分　職員別給与簿 総務部人事課給与第二係 2017年 2018年1月1日 5年 2022年末 電子データ 事務室 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事 基準給与簿 基準給与簿　平成29年4月支給分　常勤 総務部人事課給与第二係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事 基準給与簿 基準給与簿　平成29年5月支給分　常勤 総務部人事課給与第二係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事 基準給与簿 基準給与簿　平成29年6月支給分　常勤 総務部人事課給与第二係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事 基準給与簿 基準給与簿　平成29年7月支給分　常勤 総務部人事課給与第二係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事 基準給与簿 基準給与簿　平成29年8月支給分　常勤 総務部人事課給与第二係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事 基準給与簿 基準給与簿　平成29年9月支給分　常勤 総務部人事課給与第二係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事 基準給与簿 基準給与簿　平成29年10月支給分　常勤 総務部人事課給与第二係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事 基準給与簿 基準給与簿　平成29年4月支給分　非常勤 総務部人事課給与第二係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事 基準給与簿 基準給与簿　平成29年5月支給分　非常勤 総務部人事課給与第二係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事 基準給与簿 基準給与簿　平成29年6月支給分　非常勤 総務部人事課給与第二係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事 基準給与簿 基準給与簿　平成29年7月支給分　非常勤 総務部人事課給与第二係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事 基準給与簿 基準給与簿　平成29年8月支給分　非常勤 総務部人事課給与第二係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事 基準給与簿 基準給与簿　平成29年9月支給分　非常勤 総務部人事課給与第二係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事 基準給与簿 基準給与簿　平成29年10月支給分　非常勤 総務部人事課給与第二係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事 退職手当に関するもの 退職手当　平成29年度　退職手当・年金等説明会資料 総務部人事課給与第二係 2017年度 2018年4月1日 退職後5年 2022年度末 紙 事務室 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事 給与の口座振込申出書 平成29年度　非常勤給与口座 総務部人事課給与第二係 2017年度 未定
口座振込によらな
くなった後5年

未定 紙 事務室 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事 給与の口座振込申出書 平成29年度給与口座届出（常勤） 総務部人事課給与第二係 2017年度 未定
口座振込によらな
くなった後5年

未定 紙 事務室 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事
給与所得者の扶養控除等（異
動）申告書等源泉徴収に関す
るもの

年末調整関係　平成29年度 総務部人事課給与第二係 2017年度 2018年2月1日 7年 2025年1月31日 紙 事務室 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 管理・運営 各種統計調査に関するもの 29　調査・照会事項 総務部人事課給与第二係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事
給与の追給・戻入に関するも
の

平成29年度　追給・戻入 総務部人事課給与第二係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事
個人型確定拠出年金掛金払
込事前通知書

平成29年度　個人型確定拠出年金掛金払込事前通知書 総務部人事課給与第二係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事
給与・負担金の払込に関する
もの

29　給与・負担金等払込　4月～9月 総務部人事課給与第二係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事
給与・負担金の払込に関する
もの

29　給与・負担金等払込　10月～3月 総務部人事課給与第二係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事 給与支給明細書 平成29年度　給与支給明細書 総務部人事課給与第二係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 電子データ 事務室 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事
組合員転入届／継続長期組
合員資格取得届

平成29年度　組合員転入届／継続長期組合員資格取得届 総務部人事課給与第二係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事
給与所得者の扶養控除等（異
動）申告書等源泉徴収に関す
るもの

平成30年分　給与所得の源泉徴収票 総務部人事課給与第二係 2018年度 2019年2月1日 7年 2026年1月31日 電子データ 事務室 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事 住民税異動関係届 住民税異動関係　平成30年度 総務部人事課給与第二係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事
給与所得等に係る市民税・県
民税特別徴収税額の決定・変
更通知書

平成30年度　給与所得等に係る市民税・県民税特別徴収税額の
決定・変更通知書（特別徴収義務者用）

総務部人事課給与第二係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室金庫 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事
給与所得者の扶養控除等（異
動）申告書等源泉徴収に関す
るもの

平成30年　扶養控除申告書　総務部 総務部人事課給与第二係 2018年度 2019年1月11日 7年 2026年1月10日 紙 事務室 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事
給与所得者の扶養控除等（異
動）申告書等源泉徴収に関す
るもの

平成30年　扶養控除申告書　学務部 総務部人事課給与第二係 2018年度 2019年1月11日 7年 2026年1月10日 紙 事務室 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事
給与所得者の扶養控除等（異
動）申告書等源泉徴収に関す
るもの

平成30年　扶養控除申告書　財務施設部 総務部人事課給与第二係 2018年度 2019年1月11日 7年 2026年1月10日 紙 事務室 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事
給与所得者の扶養控除等（異
動）申告書等源泉徴収に関す
るもの

平成30年　扶養控除申告書　教育研究支援部・施設・センター 総務部人事課給与第二係 2018年度 2019年1月11日 7年 2026年1月10日 紙 事務室 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事
給与所得者の扶養控除等（異
動）申告書等源泉徴収に関す
るもの

平成30年　扶養控除申告書　総合教育科学系 総務部人事課給与第二係 2018年度 2019年1月11日 7年 2026年1月10日 紙 事務室 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事
給与所得者の扶養控除等（異
動）申告書等源泉徴収に関す
るもの

平成30年　扶養控除申告書　人文社会科学系 総務部人事課給与第二係 2018年度 2019年1月11日 7年 2026年1月10日 紙 事務室 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事
給与所得者の扶養控除等（異
動）申告書等源泉徴収に関す
るもの

平成30年　扶養控除申告書　自然科学系 総務部人事課給与第二係 2018年度 2019年1月11日 7年 2026年1月10日 紙 事務室 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事
給与所得者の扶養控除等（異
動）申告書等源泉徴収に関す
るもの

平成30年　扶養控除申告書　芸術・スポーツ科学系 総務部人事課給与第二係 2018年度 2019年1月11日 7年 2026年1月10日 紙 事務室 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事
給与所得者の扶養控除等（異
動）申告書等源泉徴収に関す
るもの

平成30年　扶養控除申告書　小学校・幼稚園 総務部人事課給与第二係 2018年度 2019年1月11日 7年 2026年1月10日 紙 事務室 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事
給与所得者の扶養控除等（異
動）申告書等源泉徴収に関す
るもの

平成30年　扶養控除申告書　中学校 総務部人事課給与第二係 2018年度 2019年1月11日 7年 2026年1月10日 紙 事務室 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事
給与所得者の扶養控除等（異
動）申告書等源泉徴収に関す
るもの

平成30年　扶養控除申告書　高校・特別支援 総務部人事課給与第二係 2018年度 2019年1月11日 7年 2026年1月10日 紙 事務室 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事
給与所得者の扶養控除等（異
動）申告書等源泉徴収に関す
るもの

平成30年　扶養控除申告書　非常勤職員 総務部人事課給与第二係 2018年度 2019年1月11日 7年 2026年1月10日 紙 事務室 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事
給与所得者の扶養控除等（異
動）申告書等源泉徴収に関す
るもの

平成30年　扶養控除申告書　退職者 総務部人事課給与第二係 2018年度 2019年1月11日 7年 2026年1月10日 紙 事務室 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事
給与所得者の扶養控除等（異
動）申告書等源泉徴収に関す
るもの

平成30年　前職合算分 総務部人事課給与第二係 2018年度 2019年1月11日 7年 2026年1月10日 紙 事務室 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事
給与所得者の扶養控除等（異
動）申告書等源泉徴収に関す
るもの

平成30年　保険料・配偶者控除申告書　総務部・教育研究支援部 総務部人事課給与第二係 2018年度 2019年1月11日 7年 2026年1月10日 紙 事務室 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事
給与所得者の扶養控除等（異
動）申告書等源泉徴収に関す
るもの

平成30年　保険料・配偶者控除申告書　学務部・財務施設部 総務部人事課給与第二係 2018年度 2019年1月11日 7年 2026年1月10日 紙 事務室 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事
給与所得者の扶養控除等（異
動）申告書等源泉徴収に関す
るもの

平成30年　保険料・配偶者控除申告書　総合・教職大学院 総務部人事課給与第二係 2018年度 2019年1月11日 7年 2026年1月10日 紙 事務室 総務部人事課給与第二係 廃棄
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人事課 人事
給与所得者の扶養控除等（異
動）申告書等源泉徴収に関す
るもの

平成30年　保険料・配偶者控除申告書　自然 総務部人事課給与第二係 2018年度 2019年1月11日 7年 2026年1月10日 紙 事務室 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事
給与所得者の扶養控除等（異
動）申告書等源泉徴収に関す
るもの

平成30年　保険料・配偶者控除申告書　芸スポ 総務部人事課給与第二係 2018年度 2019年1月11日 7年 2026年1月10日 紙 事務室 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事
給与所得者の扶養控除等（異
動）申告書等源泉徴収に関す
るもの

平成30年　保険料・配偶者控除申告書　人文 総務部人事課給与第二係 2018年度 2019年1月11日 7年 2026年1月10日 紙 事務室 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事
給与所得者の扶養控除等（異
動）申告書等源泉徴収に関す
るもの

平成30年　保険料・配偶者控除申告書　センター 総務部人事課給与第二係 2018年度 2019年1月11日 7年 2026年1月10日 紙 事務室 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事
給与所得者の扶養控除等（異
動）申告書等源泉徴収に関す
るもの

平成30年　保険料・配偶者控除申告書　小学校・幼稚園 総務部人事課給与第二係 2018年度 2019年1月11日 7年 2026年1月10日 紙 事務室 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事
給与所得者の扶養控除等（異
動）申告書等源泉徴収に関す
るもの

平成30年　保険料・配偶者控除申告書　中学校・特別支援 総務部人事課給与第二係 2018年度 2019年1月11日 7年 2026年1月10日 紙 事務室 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事
給与所得者の扶養控除等（異
動）申告書等源泉徴収に関す
るもの

平成30年　保険料・配偶者控除申告書　高校・国際中等 総務部人事課給与第二係 2018年度 2019年1月11日 7年 2026年1月10日 紙 事務室 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事
給与所得者の扶養控除等（異
動）申告書等源泉徴収に関す
るもの

平成30年　保険料・配偶者控除申告書　非常勤職員・講師 総務部人事課給与第二係 2018年度 2019年1月11日 7年 2026年1月10日 紙 事務室 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事 勤務時間報告書 平成30年度　常勤　勤務時間報告書　4月～9月 総務部人事課給与第二係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事 勤務時間報告書 平成30年度　常勤　勤務時間報告書　10月～3月 総務部人事課給与第二係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事 勤務時間報告書 平成30年度　非常勤　勤務時間報告書1 総務部人事課給与第二係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事 勤務時間報告書 平成30年度　非常勤　勤務時間報告書2 総務部人事課給与第二係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事 職員別給与簿 平成30年分　職員別給与簿 総務部人事課給与第二係 2018年 2019年1月1日 5年 2023年末 電子データ 事務室 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事 給与支給明細書 平成30年度　給与支給明細書 総務部人事課給与第二係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 電子データ 事務室 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事 退職手当に関するもの 退職手当　平成30年度　退職手当・年金等説明会資料 総務部人事課給与第二係 2018年度 2019年4月1日 退職後5年 2023年度末 紙 事務室 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事
給与所得者の扶養控除等（異
動）申告書等源泉徴収に関す
るもの

年末調整関係　平成30年度 総務部人事課給与第二係 2018年度 2019年2月1日 7年 2026年1月31日 紙 事務室 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 管理・運営 各種統計調査に関するもの 平成30年度　調査・照会事項 総務部人事課給与第二係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事
給与の追給・戻入に関するも
の

平成30年度　追給・戻入 総務部人事課給与第二係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事
個人型確定拠出年金掛金払
込事前通知書

平成30年度　個人型確定拠出年金掛金関係通知書 総務部人事課給与第二係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事
給与・負担金の払込に関する
もの

30　給与・負担金等払込　4月～9月 総務部人事課給与第二係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事
給与・負担金の払込に関する
もの

30　給与・負担金等払込　10月～3月 総務部人事課給与第二係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事
組合員転入届／継続長期組
合員資格取得届

平成30年度　組合員転入届／継続長期組合員資格取得届 総務部人事課給与第二係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事 給与の口座振込申出書 平成30年度　非常勤給与口座 総務部人事課給与第二係 2018年度 未定
口座振込によらな
くなった後5年

未定 紙 事務室 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事 給与の口座振込申出書 平成30年度給与口座届出（常勤） 総務部人事課給与第二係 2018年度 未定
口座振込によらな
くなった後5年

未定 紙 事務室 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事 採用等発令に関するもの 大学教員発令綴（令和元年度） 総務部人事課人事係 2019年度 2020年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事 採用等発令に関するもの 附属教員発令綴（令和元年度） 総務部人事課人事係 2019年度 2020年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事 採用等発令に関するもの 事務職員発令綴（令和元年度） 総務部人事課人事係 2019年度 2020年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
連合学校教育学研究科発令
の関係で無期限保存が必要
であるもの

連合学校教育学研究科発令等（令和元年度） 総務部人事課人事係 2019年度 2020年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事 採用等開設申請に関するもの 開設申請台帳（令和元年度） 総務部人事課人事係 2019年度 2020年4月1日 無期限
電子:共有サー
バー内

事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事 採用等開設申請に関するもの 大学院担当開設申請台帳（令和元年度） 総務部人事課人事係 2019年度 2020年4月1日 無期限
電子:共有サー
バー内

事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事 採用等開設申請に関するもの 戦略的配置教員開設申請台帳（令和元年度） 総務部人事課人事係 2019年度 2020年4月1日 無期限
電子:共有サー
バー内

事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事 採用等開設申請に関するもの 教職大学院開設申請台帳（令和元年度） 総務部人事課人事係 2019年度 2020年4月1日 無期限
電子:共有サー
バー内

事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

令和元年度非常勤職員勤務時間記録簿 総務部人事課人事係 2019年度 2020年4月1日 無期限 紙 倉庫1 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
定員現員表の関係で無期限
保存が必要であるもの

定員現員表（令和元年度） 総務部人事課人事係 2019年度 2020年4月1日 無期限
電子:共有サー
バー内

事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
任免の関係で無期限保存が
必要であるもの

任免台帳（令和元年度） 総務部人事課人事係 2019年度 2020年4月1日 無期限
電子:共有サー
バー内

事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
就業規則の関係で無期限保
存が必要であるもの

就業規則関係資料（令和元年度） 総務部人事課人事係 2019年度 2020年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
無期労働契約転換の関係で
無期限保存が必要であるもの

無期労働契約転換 総務部人事課人事係 2019年度 2020年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
名誉教授の称号授与に関する
もの

令和元年度名誉教授 総務部人事課人事係 2019年度 2020年4月1日 30年 2049年度末 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
栄典の関係で30年保存が必
要であるもの

栄典関係（令和元年度） 総務部人事課人事係 2019年度 2020年4月1日 30年 2049年度末 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
教員人事会議の関係で30年
保存が必要であるもの

令和元年度教員人事会議 総務部人事課人事係 2019年度 2020年4月1日 30年 2049年度末 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
教員人事会議の関係で30年
保存が必要であるもの

令和元年度教員人事会議関係提出書類 総務部人事課人事係 2019年度 2020年4月1日 30年 2049年度末 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 管理・運営
規程・要項の関係で30年保存
が必要であるもの

規程・要項（令和元年度） 総務部人事課人事係 2019年度 2020年4月1日 30年 2049年度末 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
戦略的配置教員の関係で30
年保存が必要であるもの

戦略的配置教員関係（令和元年度） 総務部人事課人事係 2019年度 2020年4月1日 30年 2049年度末 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
クロスアポイントメント制度の
関係で30年保存が必要である
もの

クロスアポイントメント制度　申請・承認（令和元年度） 総務部人事課人事係 2019年度 2020年4月1日 30年 2049年度末 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事 栄典・表彰に関するもの 令和元年度永年勤続 総務部人事課人事係 2019年度 2020年4月1日 10年 2029年度末 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事 栄典・表彰に関するもの 令和元年度その他表彰 総務部人事課人事係 2019年度 2020年4月1日 10年 2029年度末 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
早期退職の関係で10年保存
が必要であるもの

早期退職（令和元年度） 総務部人事課人事係 2019年度 2020年4月1日 10年 2029年度末 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
中期目標・中期計画の関係で
10年保存が必要であるもの

中期目標・中期計画関係資料（令和元年度） 総務部人事課人事係 2019年度 2020年4月1日 10年 2029年度末 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
外国人教師の雇用に関するも
の

外国人関係（外国人教師、招聘等）（令和元年度） 総務部人事課人事係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
割愛の関係で5年保存が必要
であるもの

割愛（令和元年度） 総務部人事課人事係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
出向に関する覚書の関係で5
年保存が必要であるもの

出向に関する覚書（令和元年度） 総務部人事課人事係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
在外教育施設派遣教員の関
係で5年保存が必要であるも
の

在外教育施設派遣教員関係（令和元年度） 総務部人事課人事係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 管理・運営 各種統計調査に関するもの 令和元年度調査・統計（学内）① 総務部人事課人事係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 倉庫1 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 管理・運営 各種統計調査に関するもの 令和元年度調査・統計（学内）② 総務部人事課人事係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 倉庫1 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 管理・運営 各種統計調査に関するもの 令和元年度調査・統計（学内）③ 総務部人事課人事係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 倉庫1 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 管理・運営 各種統計調査に関するもの 令和元年度調査・統計（学外）① 総務部人事課人事係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 倉庫1 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 管理・運営 各種統計調査に関するもの 令和元年度調査・統計（学外）② 総務部人事課人事係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 倉庫1 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
職員採用試験の関係で5年保
存が必要であるもの

令和元年度職員採用試験関係① 総務部人事課人事係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
職員採用試験の関係で5年保
存が必要であるもの

令和元年度職員採用試験関係② 総務部人事課人事係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
職員採用試験の関係で5年保
存が必要であるもの

令和元年度職員採用面接試験 総務部人事課人事係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事 勤務時間記録簿 令和2年勤務時間記録簿 総務部人事課人事係 2020年 2021年1月1日 5年 2025年末 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄
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部局名 １）大分類 ２）中分類 ３）小分類（法人文書ファイル名） ４）作成・取得者
５）作成・取得年度
等

６）起算日 ７）保存期間
８）保存期間
    満了時期

９）媒体の種別 10）保存場所 11）管理担当課・係
12)保存期間満
了時の措置

備考

人事課 会計 物品購入依頼書 令和元年度物品購入依頼書 総務部人事課人事係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 会計 旅行命令簿 令和元年度旅行命令 総務部人事課人事係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 会計
用務外出の関係で5年保存が
必要であるもの

令和元年度公務外出 総務部人事課人事係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 会計
予算要求書の関係で3年保存
が必要であるもの

令和元年度各種予算要求書 総務部人事課人事係 2019年度 2020年4月1日 3年 2022年度末 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
身上調書の関係で3年保存が
必要であるもの

令和元年度身上調書 総務部人事課人事係 2019年度 2020年4月1日 3年 2022年度末 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
休暇簿の関係で3年保存が必
要であるもの

令和2年休暇簿（年次休暇，病気休暇，特別休暇） 総務部人事課人事係 2020年 2021年1月1日 3年 2023年末 紙 倉庫1 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
時間外勤務の関係で3年保存
が必要であるもの

令和2年時間外勤務予定書 総務部人事課人事係 2020年 2021年1月1日 3年 2023年末 紙 倉庫1 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
勤務日及び勤務時間表の関
係で3年保存が必要であるも
の

令和2年勤務日及び勤務時間表 総務部人事課人事係 2020年 2021年1月1日 3年 2023年末 紙 倉庫1 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
非常勤講師委嘱の関係で3年
保存が必要であるもの

令和元年度非常勤講師委嘱依頼 総務部人事課人事係 2019年度 2020年4月1日 3年 2022年度末 紙 倉庫１ 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事 採用等に関するもの（非常勤） 令和元年度自然科学系　非常勤講師発令 総務部人事課人事係 2019年度 2020年4月1日 3年 2022年度末 紙 倉庫１ 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事 採用等に関するもの（非常勤） 令和元年度センター　非常勤講師発令 総務部人事課人事係 2019年度 2020年4月1日 3年 2022年度末 紙 倉庫１ 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事 採用等に関するもの（非常勤） 令和元年度人文社会科学系　非常勤講師発令 総務部人事課人事係 2019年度 2020年4月1日 3年 2022年度末 紙 倉庫１ 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事 採用等に関するもの（非常勤） 令和元年度総合教育科学系　非常勤講師発令① 総務部人事課人事係 2019年度 2020年4月1日 3年 2022年度末 紙 倉庫１ 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事 採用等に関するもの（非常勤） 令和元年度総合教育科学系　非常勤講師発令② 総務部人事課人事係 2019年度 2020年4月1日 3年 2022年度末 紙 倉庫１ 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事 採用等に関するもの（非常勤） 令和元年度芸術・スポーツ科学系　非常勤講師発令 総務部人事課人事係 2019年度 2020年4月1日 3年 2022年度末 紙 倉庫１ 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事 採用等に関するもの（非常勤） 令和元年度附属学校　非常勤講師発令 総務部人事課人事係 2019年度 2020年4月1日 3年 2022年度末 紙 倉庫１ 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事 採用等に関するもの（非常勤） 令和元年度補佐員　大学① 総務部人事課人事係 2019年度 2020年4月1日 3年 2022年度末 紙 倉庫１ 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事 採用等に関するもの（非常勤） 令和元年度補佐員　大学② 総務部人事課人事係 2019年度 2020年4月1日 3年 2022年度末 紙 倉庫１ 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事 採用等に関するもの（非常勤） 令和元年度補佐員　附属学校課 総務部人事課人事係 2019年度 2020年4月1日 3年 2022年度末 紙 倉庫１ 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事 採用等に関するもの（非常勤） 令和元年度TA① 総務部人事課人事係 2019年度 2020年4月1日 3年 2022年度末 紙 倉庫１ 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事 採用等に関するもの（非常勤） 令和元年度TA② 総務部人事課人事係 2019年度 2020年4月1日 3年 2022年度末 紙 倉庫１ 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事 採用等に関するもの（非常勤） 令和元年度RA 総務部人事課人事係 2019年度 2020年4月1日 3年 2022年度末 紙 倉庫１ 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事 採用等に関するもの（非常勤） 令和元年度非常勤職員任期満了 総務部人事課人事係 2019年度 2020年4月1日 3年 2022年度末 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事 採用等に関するもの（非常勤） 令和元年度非常勤職員雇用延長 総務部人事課人事係 2019年度 2020年4月1日 3年 2022年度末 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事 採用等に関するもの（非常勤） 令和元年度継続雇用非常勤職員・講師 総務部人事課人事係 2019年度 2020年4月1日 3年 2022年度末 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
客員教授の関係で3年保存が
必要であるもの

令和元年度客員教授発令 総務部人事課人事係 2019年度 2020年4月1日 3年 2022年度末 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
特任教員の関係で3年保存が
必要であるもの

令和元年度特任教員 総務部人事課人事係 2019年度 2020年4月1日 3年 2022年度末 紙 倉庫1 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
特命教授の関係で3年保存が
必要であるもの

令和元年度特命教授等 総務部人事課人事係 2019年度 2020年4月1日 3年 2022年度末 紙 倉庫1 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事 人事関係の証明に関するもの 令和元年度在職証明書等発行願① 総務部人事課人事係 2019年度 2020年4月1日 3年 2022年度末 紙 倉庫1 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事 人事関係の証明に関するもの 令和元年度在職証明書等発行願② 総務部人事課人事係 2019年度 2020年4月1日 3年 2022年度末 紙 倉庫1 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事 人事関係の証明に関するもの 令和元年度在職証明書等発行願③ 総務部人事課人事係 2019年度 2020年4月1日 3年 2022年度末 紙 倉庫1 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事 人事関係の証明に関するもの 令和元年度在職証明書等発行願④ 総務部人事課人事係 2019年度 2020年4月1日 3年 2022年度末 紙 倉庫1 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 管理・運営
防災訓練の関係で3年保存が
必要であるもの

防災訓練（令和元年度） 総務部人事課人事係 2019年度 2020年4月1日 3年 2022年度末 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事 初任給調整手当に関するもの 初任給調整手当（令和元年度） 総務部人事課給与第一係 2019年度 未定
支給しなくなった
日から5年

未定 紙 倉庫1 総務部人事課給与第一係 廃棄

人事課 人事 単身赴任手当に関するもの 単身赴任手当関係（令和元年度） 総務部人事課給与第一係 2019年度 未定
支給要件喪失後5
年

未定 紙 事務室 総務部人事課給与第一係 廃棄

人事課 人事 通勤手当に関するもの 通勤手当関係（令和元年度） 総務部人事課給与第一係 2019年度 未定
支給要件喪失後5
年

未定 紙 倉庫1 総務部人事課給与第一係 廃棄

人事課 人事 扶養手当に関するもの 扶養手当関係（令和元年度） 総務部人事課給与第一係 2019年度 未定
支給要件喪失後5
年

未定 紙 倉庫1 総務部人事課給与第一係 廃棄

人事課 人事 復職時調整に関するもの 復職時の調整等発令綴（令和元年度） 総務部人事課給与第一係 2019年度 2020年4月1日 10年 2029年度末 紙 倉庫1 総務部人事課給与第一係 廃棄

人事課 管理・運営 各種統計調査に関するもの
国立大学法人等の役職員の給与水準の公表について（令和元年
度）

総務部人事課給与第一係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 倉庫1 総務部人事課給与第一係 廃棄

人事課 人事
期末・勤勉手当の関係で5年
保存が必要であるもの

令和元年度期末・勤勉 総務部人事課給与第一係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 倉庫2 総務部人事課給与第一係 廃棄

人事課 人事 昇格に関するもの 令和元年度昇格 総務部人事課給与第一係 2019年度 2020年4月1日 10年 2029年度末 紙 倉庫1 総務部人事課給与第一係 廃棄

人事課 人事 退職手当に関するもの 令和元年度退職手当 総務部人事課給与第一係 2019年度 2020年4月1日

支給制限その他
の支給に関する
処分を行うことが
できる期間又は５

2024年度末 紙 倉庫2 総務部人事課給与第一係 廃棄

人事課 人事 昇給に関するもの 令和元年度昇給 総務部人事課給与第一係 2019年度 2020年4月1日 10年 2029年度末 紙 倉庫2 総務部人事課給与第一係 廃棄

人事課 人事
大学院調整額の関係で5年保
存が必要であるもの

大学院調整額（令和元年度） 総務部人事課給与第一係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 倉庫2 総務部人事課給与第一係 廃棄

人事課 人事
給与算定の関係で10年保存
が必要であるもの

給与算定（令和元年度） 総務部人事課給与第一係 2019年度 2020年4月1日 10年 2029年度末 紙 倉庫1 総務部人事課給与第一係 廃棄

人事課 人事
現況確認の関係で3年保存が
必要であるもの

令和元年度　現況確認書 総務部人事課給与第一係 2019年度 2020年4月1日 3年 2022年度末 紙 倉庫2 総務部人事課給与第一係 廃棄

人事課 人事
現況確認の関係で3年保存が
必要であるもの

扶養手当・単身赴任手当現況確認（令和元年度） 総務部人事課給与第一係 2019年度 2020年4月1日 3年 2022年度末 紙 倉庫1 総務部人事課給与第一係 廃棄

人事課 人事
文部科学省（事務連絡・照会
等）の関係で3年保存が必要
であるもの

文部科学省（事務連絡・照会等）　（令和元年度） 総務部人事課給与第一係 2019年度 2020年4月1日 3年 2022年度末 紙 倉庫1 総務部人事課給与第一係 廃棄

人事課 人事
他機関（照会・回答等）の関係
で3年保存が必要であるもの

他機関（照会・回答等）　（令和元年度） 総務部人事課給与第一係 2019年度 2020年4月1日 3年 2022年度末 紙 倉庫1 総務部人事課給与第一係 廃棄

人事課 人事
人事院勧告の関係で30年保
存が必要であるもの

人事院勧告　（令和元年度） 総務部人事課給与第一係 2019年度 2020年4月1日 30年 2049年度末 紙 倉庫1 総務部人事課給与第一係 廃棄

人事課 人事
手当支給関係連絡通知の関
係で3年保存が必要であるも
の

手当支給関係連絡通知　（令和元年度） 総務部人事課給与第一係 2019年度 2020年4月1日 3年 2022年度末 紙 倉庫1 総務部人事課給与第一係 廃棄

人事課 人事 人事関係の証明に関するもの 退職手当支給の有無　（令和元年度） 総務部人事課給与第一係 2019年度 2020年4月1日 3年 2022年度末 紙 倉庫1 総務部人事課給与第一係 廃棄

人事課 人事
手当関係で3年保存が必要で
あるもの

手当関係綴り　（令和元年度） 総務部人事課給与第一係 2019年度 2020年4月1日 3年 2022年度末 紙 倉庫1 総務部人事課給与第一係 廃棄

人事課 人事
給与係・発出文書等（通知）の
関係で無期限保存が必要であ
るもの

給与係・発出文書等（通知）　（令和元年度） 総務部人事課給与第一係 2019年度 2020年4月1日 無期限 紙 倉庫1 総務部人事課給与第一係 廃棄

人事課 人事
給与係・発出文書等（要項）の
関係で無期限保存が必要であ
るもの

給与係・発出文書等（要項）　（令和元年度） 総務部人事課給与第一係 2019年度 2020年4月1日 無期限 紙 倉庫1 総務部人事課給与第一係 廃棄

人事課 人事 人事関係の証明に関するもの 証明書発行願　（令和元年度） 総務部人事課給与第一係 2019年度 2020年4月1日 3年 2022年度末 紙 倉庫1 総務部人事課給与第一係 廃棄

人事課 人事
人件費予算の関係で5年保存
が必要であるもの

人件費予算　（令和元年度） 総務部人事課給与第一係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 総務部人事課給与第一係 廃棄

人事課 人事
退職金運営費交付金台帳関
係で10年保存が必要であるも
の

退職金運営費交付金台帳関係　（令和元年度） 総務部人事課給与第一係 2019年度 2020年4月1日 10年 2029年度末 紙 事務室 総務部人事課給与第一係 廃棄

人事課 人事
給与規則文科省届出関係で5
年保存が必要であるもの

給与規則文科省届出　（令和元年度） 総務部人事課給与第一係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 倉庫1 総務部人事課給与第一係 廃棄

人事課 人事
概算要求関係調書（特殊要因
経費）に係る関係資料で10年
保存が必要であるもの

概算要求関係調書（特殊要因経費）に係る関係資料
（令和2年度要求）

総務部人事課給与第一係 2019年度 2020年4月1日 10年 2029年度末 紙 倉庫1 総務部人事課給与第一係 廃棄

人事課 人事
給与所得者の扶養控除等（異
動）申告書等源泉徴収に関す
るもの

平成31年分　給与所得の源泉徴収票 総務部人事課給与第二係 2019年度 2020年2月1日 7年 2027年1月31日 電子データ 事務室 総務部人事課給与第二係 廃棄
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部局名 １）大分類 ２）中分類 ３）小分類（法人文書ファイル名） ４）作成・取得者
５）作成・取得年度
等

６）起算日 ７）保存期間
８）保存期間
    満了時期

９）媒体の種別 10）保存場所 11）管理担当課・係
12)保存期間満
了時の措置

備考

人事課 人事 住民税異動関係届 住民税異動関係　平成31年度 総務部人事課給与第二係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事
給与所得等に係る市民税・県
民税特別徴収税額の決定・変
更通知書

平成31年度　給与所得等に係る市民税・県民税特別徴収税額の
決定・変更通知書（特別徴収義務者用）

総務部人事課給与第二係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室金庫 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事
給与所得者の扶養控除等（異
動）申告書等源泉徴収に関す
るもの

平成31年　扶養控除申告書　学務部・財務施設部　総務部 総務部人事課給与第二係 2019年度 2020年1月11日 7年 2027年1月10日 紙 事務室 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事
給与所得者の扶養控除等（異
動）申告書等源泉徴収に関す
るもの

平成31年　扶養控除申告書　教育研究支援部・センター 総務部人事課給与第二係 2019年度 2020年1月11日 7年 2027年1月10日 紙 事務室 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事
給与所得者の扶養控除等（異
動）申告書等源泉徴収に関す
るもの

平成31年　扶養控除申告書　総合教育科学系・教職大学院 総務部人事課給与第二係 2019年度 2020年1月11日 7年 2027年1月10日 紙 事務室 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事
給与所得者の扶養控除等（異
動）申告書等源泉徴収に関す
るもの

平成31年　扶養控除申告書　人文社会科学系 総務部人事課給与第二係 2019年度 2020年1月11日 7年 2027年1月10日 紙 事務室 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事
給与所得者の扶養控除等（異
動）申告書等源泉徴収に関す
るもの

平成31年　扶養控除申告書　自然科学系 総務部人事課給与第二係 2019年度 2020年1月11日 7年 2027年1月10日 紙 事務室 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事
給与所得者の扶養控除等（異
動）申告書等源泉徴収に関す
るもの

平成31年　扶養控除申告書　芸術・スポーツ科学系 総務部人事課給与第二係 2019年度 2020年1月11日 7年 2027年1月10日 紙 事務室 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事
給与所得者の扶養控除等（異
動）申告書等源泉徴収に関す
るもの

平成31年　扶養控除申告書　小学校・幼稚園 総務部人事課給与第二係 2019年度 2020年1月11日 7年 2027年1月10日 紙 事務室 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事
給与所得者の扶養控除等（異
動）申告書等源泉徴収に関す
るもの

平成31年　扶養控除申告書　中学校・国際中等 総務部人事課給与第二係 2019年度 2020年1月11日 7年 2027年1月10日 紙 事務室 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事
給与所得者の扶養控除等（異
動）申告書等源泉徴収に関す
るもの

平成31年　扶養控除申告書　高校・特別支援 総務部人事課給与第二係 2019年度 2020年1月11日 7年 2027年1月10日 紙 事務室 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事
給与所得者の扶養控除等（異
動）申告書等源泉徴収に関す
るもの

平成31年　扶養控除申告書　非常勤職員・講師 総務部人事課給与第二係 2019年度 2020年1月11日 7年 2027年1月10日 紙 事務室 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事
給与所得者の扶養控除等（異
動）申告書等源泉徴収に関す
るもの

平成31年　扶養控除申告書　退職者 総務部人事課給与第二係 2019年度 2020年1月11日 7年 2027年1月10日 紙 事務室 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事
給与所得者の扶養控除等（異
動）申告書等源泉徴収に関す
るもの

平成31年　扶養控除申告書　前職合算分 総務部人事課給与第二係 2019年度 2020年1月11日 7年 2027年1月10日 紙 事務室 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事
給与所得者の扶養控除等（異
動）申告書等源泉徴収に関す
るもの

平成31年　保険料・配偶者控除申告書　総務部 総務部人事課給与第二係 2019年度 2020年1月11日 7年 2027年1月10日 紙 事務室 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事
給与所得者の扶養控除等（異
動）申告書等源泉徴収に関す
るもの

平成31年　保険料・配偶者控除申告書　学務部　財務・研究支援
部

総務部人事課給与第二係 2019年度 2020年1月11日 7年 2027年1月10日 紙 事務室 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事
給与所得者の扶養控除等（異
動）申告書等源泉徴収に関す
るもの

平成31年　保険料・配偶者控除申告書　総合　教職大学院 総務部人事課給与第二係 2019年度 2020年1月11日 7年 2027年1月10日 紙 事務室 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事
給与所得者の扶養控除等（異
動）申告書等源泉徴収に関す
るもの

平成31年　保険料・配偶者控除申告書　自然 総務部人事課給与第二係 2019年度 2020年1月11日 7年 2027年1月10日 紙 事務室 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事
給与所得者の扶養控除等（異
動）申告書等源泉徴収に関す
るもの

平成31年　保険料・配偶者控除申告書　芸スポ 総務部人事課給与第二係 2019年度 2020年1月11日 7年 2027年1月10日 紙 事務室 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事
給与所得者の扶養控除等（異
動）申告書等源泉徴収に関す
るもの

平成31年　保険料・配偶者控除申告書　人文 総務部人事課給与第二係 2019年度 2020年1月11日 7年 2027年1月10日 紙 事務室 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事
給与所得者の扶養控除等（異
動）申告書等源泉徴収に関す
るもの

平成31年　保険料・配偶者控除申告書　センター 総務部人事課給与第二係 2019年度 2020年1月11日 7年 2027年1月10日 紙 事務室 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事
給与所得者の扶養控除等（異
動）申告書等源泉徴収に関す
るもの

平成31年　保険料・配偶者控除申告書　小学校・幼稚園 総務部人事課給与第二係 2019年度 2020年1月11日 7年 2027年1月10日 紙 事務室 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事
給与所得者の扶養控除等（異
動）申告書等源泉徴収に関す
るもの

平成31年　保険料・配偶者控除申告書　中学校　特別支援 総務部人事課給与第二係 2019年度 2020年1月11日 7年 2027年1月10日 紙 事務室 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事
給与所得者の扶養控除等（異
動）申告書等源泉徴収に関す
るもの

平成31年　保険料・配偶者控除申告書　国際中等　高校 総務部人事課給与第二係 2019年度 2020年1月11日 7年 2027年1月10日 紙 事務室 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事
給与所得者の扶養控除等（異
動）申告書等源泉徴収に関す
るもの

平成31年　保険料・配偶者控除申告書　非常勤 総務部人事課給与第二係 2019年度 2020年1月11日 7年 2027年1月10日 紙 事務室 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事 勤務時間報告書 平成31年度　常勤　勤務時間報告書　4月～9月 総務部人事課給与第二係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事 勤務時間報告書 平成31年度　常勤　勤務時間報告書　10月～3月 総務部人事課給与第二係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事 勤務時間報告書 平成31年度　非常勤　勤務時間報告書1 総務部人事課給与第二係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事 勤務時間報告書 平成31年度　非常勤　勤務時間報告書2 総務部人事課給与第二係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事 職員別給与簿 平成31年分　職員別給与簿 総務部人事課給与第二係 2019年 2020年1月1日 5年 2024年末 電子データ 事務室 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事 給与支給明細書 平成31年度　給与支給明細書 総務部人事課給与第二係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 電子データ 事務室 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事 退職手当に関するもの 退職手当　平成31年度　退職手当・年金等説明会資料 総務部人事課給与第二係 2019年度 2020年4月1日 退職後5年 2024年度末 紙 事務室 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事 給与証明・源泉徴収票申請書 平成31年度　給与証明・源泉徴収票申請書 総務部人事課給与第二係 2019年度 2020年4月1日 3年 2022年度末 紙 事務室 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事
給与所得者の扶養控除等（異
動）申告書等源泉徴収に関す
るもの

年末調整関係　平成31年度 総務部人事課給与第二係 2019年度 2020年2月1日 7年 2027年1月31日 紙 事務室 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 管理・運営 各種統計調査に関するもの 平成31年度　調査・照会事項 総務部人事課給与第二係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事
給与の追給・戻入に関するも
の

平成31年度　追給・戻入 総務部人事課給与第二係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事
個人型確定拠出年金掛金払
込事前通知書

平成31年度　個人型確定拠出年金掛金関係通知書 総務部人事課給与第二係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事
給与・負担金の払込に関する
もの

31　給与・負担金等払込　4月～9月 総務部人事課給与第二係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事
給与・負担金の払込に関する
もの

31　給与・負担金等払込　10月～3月 総務部人事課給与第二係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事
組合員転入届／継続長期組
合員資格取得届

平成31年度　組合員転入届／継続長期組合員資格取得届 総務部人事課給与第二係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事 給与の口座振込申出書 平成31年度　非常勤給与口座 総務部人事課給与第二係 2019年度 未定
口座振込によらな
くなった後5年

未定 紙 事務室 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事 給与の口座振込申出書 平成31年度給与口座届出（常勤） 総務部人事課給与第二係 2019年度 未定
口座振込によらな
くなった後5年

未定 紙 事務室 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事 処分に関すること 処分関係 総務部人事課職員係 2000年度 2001年4月1日 30年 2030年度末 紙 事務室 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事 兼業の通知に関するもの 兼業関係通知文書（各年度） 総務部人事課職員係 2000年度 未定 兼業終了後3年 未定 紙 倉庫2 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事
非常勤併任に関するもので，
無期限保存が必要であるもの

平成12年度非常勤併任関係 総務部人事課職員係 2000年度 2001年4月1日 無期限 紙 倉庫2 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事
倫理規定通知に関するもの
で，無期限保存が必要である
もの

国家公務員倫理規程関係通知文書（各年度） 総務部人事課職員係 2000年度 2001年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事
共済組合長期給付に関するも
ので特に重要なもの

退職・死亡届関係 総務部人事課職員係 2000年度 2001年4月1日 無期限 紙 倉庫2 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事
共済組合長期給付に関するも
ので特に重要なもの

長期給付関係 総務部人事課職員係 2000年度 2001年4月1日 無期限 紙 倉庫2 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事
共済組合長期給付に関するも
ので特に重要なもの

年金決定通知関係 総務部人事課職員係 2000年度 2001年4月1日 無期限 紙 倉庫2 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事
官庁綱紀の点検調査の実施
状況報告に関するもので，無
期限保存が必要であるもの

平成12年度官庁綱紀の点検調査の実施状況報告 総務部人事課職員係 2000年度 2001年4月1日 無期限 紙 倉庫2 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事 処分に関すること 処分関係（平成13年度） 総務部人事課職員係 2001年度 2002年4月1日 30年 2031年度末 紙 事務室 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事 処分に関すること 処分関係（平成14年度） 総務部人事課職員係 2002年度 2003年4月1日 30年 2032年度末 紙 事務室 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事
共済組合長期給付に関するも
ので特に重要なもの

退職・死亡届関係（平成14年度） 総務部人事課職員係 2002年度 2003年4月1日 無期限 紙 倉庫2 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事
共済組合長期給付に関するも
ので特に重要なもの

長期給付関係（平成14年度） 総務部人事課職員係 2002年度 2003年4月1日 無期限 紙 倉庫1 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事
共済組合長期給付に関するも
ので特に重要なもの

年金決定通知関係（平成14年度） 総務部人事課職員係 2002年度 2003年4月1日 無期限 紙 倉庫2 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事 処分に関すること 処分関係（平成15年度） 総務部人事課職員係 2003年度 2004年4月1日 30年 2033年度末 紙 事務室 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事
共済組合長期給付に関するも
ので特に重要なもの

退職・死亡届関係（平成15年度） 総務部人事課職員係 2003年度 2004年4月1日 無期限 紙 倉庫1 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事
共済組合長期給付に関するも
ので特に重要なもの

長期給付関係（平成15年度） 総務部人事課職員係 2003年度 2004年4月1日 無期限 紙 倉庫1 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事
共済組合長期給付に関するも
ので特に重要なもの

年金決定通知関係（平成15年度） 総務部人事課職員係 2003年度 2004年4月1日 無期限 紙 倉庫2 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事
法人化に伴う労働保険関係に
関するものであって，無期限
保存が必要であるもの

国立大学法人化に伴う労働保険関係の届出綴 総務部人事課福祉係 2004年度 2005年4月1日 無期限 紙 倉庫2 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事 公務災害に関するもの 平成16年度公務災害補償費支給関係 総務部人事課福祉係 2004年度 未定 完結から3年 未定 紙 倉庫1 総務部人事課職員係 廃棄
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人事課 人事
共済組合長期給付に関するも
ので特に重要なもの

退職・死亡届関係（平成16年度） 総務部人事課福祉係 2004年度 2005年4月1日 無期限 紙 倉庫2 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事
共済組合長期給付に関するも
ので特に重要なもの

長期給付関係（平成16年度） 総務部人事課福祉係 2004年度 2005年4月1日 無期限 紙 倉庫1 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事
共済組合長期給付に関するも
ので特に重要なもの

年金決定通知関係（平成16年度） 総務部人事課福祉係 2004年度 2005年4月1日 無期限 紙 倉庫1 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事 処分に関すること 処分関係（平成16年度） 総務部人事課副課長 2004年度 2005年4月1日 30年 2034年度末 紙 事務室 総務部人事課副課長 廃棄

人事課 人事 労働災害に関するもの 平成17年労働災害関係 総務部人事課福祉係 2005年度 未定 完結から3年 未定 紙 倉庫2 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事 公務災害に関するもの 平成17年度公務災害・国家公務員災害補償 総務部人事課福祉係 2005年度 未定 完結から3年 未定
電子:共有サー
バー内

事務室 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事
共済組合長期給付に関するも
ので特に重要なもの

平成17年度年金手続・退職手続・死亡手続 総務部人事課福祉係 2005年度 2006年4月1日 無期限
電子:共有サー
バー内

事務室 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事
共済組合長期給付に関するも
ので特に重要なもの

平成17年度年金決定通知書 総務部人事課福祉係 2005年度 2006年4月1日 無期限
電子:共有サー
バー内

事務室 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事 処分に関すること 処分関係（平成17年度） 総務部人事課副課長 2005年度 2006年4月1日 30年 2035年度末 紙 事務室 総務部人事課副課長 廃棄

人事課 人事 処分に関すること 処分関係（平成18年度） 総務部人事課副課長 2006年度 2007年4月1日 30年 2036年度末 紙 事務室 総務部人事課副課長 廃棄

人事課 人事 労働災害に関するもの 平成18年労働災害関係 総務部人事課福祉係 2006年度 未定 完結から3年 未定 紙 倉庫2 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事 公務災害に関するもの 平成１８年度公務災害・国家公務員災害補償 総務部人事課福祉係 2006年度 未定 完結から3年 未定 紙 倉庫2 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事
共済組合長期給付に関するも
ので特に重要なもの

平成１８年度年金手続・退職手続・死亡手続 総務部人事課福祉係 2006年度 2007年4月1日 無期限 紙 倉庫2 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事
共済組合長期給付に関するも
ので特に重要なもの

平成１８年度年金決定通知書 総務部人事課福祉係 2006年度 2007年4月1日 無期限 紙 倉庫1 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事
社会保険・雇用保険手続きの
ための公印制定に関するもの

保険手続専用の学長印の作成について 総務部人事課福祉係 2006年度 2007年4月1日 30年 2036年度 紙 事務室 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事 処分に関すること 処分関係（平成19年度） 総務部人事課副課長 2007年度 2008年4月1日 30年 2037年度末 紙 事務室 総務部人事課副課長 廃棄

人事課 人事 労働災害に関するもの 平成19年労働災害関係 総務部人事課福祉係 2007年度 未定 完結から3年 未定 紙 倉庫2 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事 公務災害に関するもの 平成19年度公務災害・国家公務員災害補償 総務部人事課福祉係 2007年度 未定 完結から3年 未定 紙 倉庫2 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事
共済組合長期給付に関するも
ので特に重要なもの

平成19年度年金手続・退職手続・死亡手続 総務部人事課福祉係 2007年度 2008年4月1日 無期限 紙 倉庫1 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事
共済組合長期給付に関するも
ので特に重要なもの

平成19年度年金決定通知書 総務部人事課福祉係 2007年度 2008年4月1日 無期限 紙 倉庫1 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事 処分に関すること 処分関係（平成20年度） 総務部人事課副課長 2008年度 2009年4月1日 30年 2038年度末 紙 事務室 総務部人事課副課長 廃棄

人事課 人事 労働災害に関するもの 平成20年労働災害関係 総務部人事課福祉係 2008年度 未定 完結から3年 未定 紙 倉庫1 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事 公務災害に関するもの 平成20年度公務災害・国家公務員災害補償 総務部人事課福祉係 2008年度 未定 完結から3年 未定 紙 倉庫2 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事
共済組合長期給付に関するも
ので特に重要なもの

平成20年度年金手続・退職手続・死亡手続 総務部人事課福祉係 2008年度 2009年4月1日 無期限 紙 倉庫1 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事
共済組合長期給付に関するも
ので特に重要なもの

平成20年度年金決定通知書 総務部人事課福祉係 2008年度 2009年4月1日 無期限 紙 倉庫2 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事 処分に関すること 処分関係（平成21年度） 総務部人事課副課長 2009年度 2010年4月1日 30年 2039年度末 紙 事務室 総務部人事課副課長 廃棄

人事課 人事 労働災害に関するもの 平成21年労働災害関係 総務部人事課福祉係 2009年度 未定 完結から3年 未定 紙 倉庫1 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事 公務災害に関するもの 平成21年度公務災害・国家公務員災害補償 総務部人事課福祉係 2009年度 未定 完結から3年 未定 紙 倉庫1 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事
共済組合長期給付に関するも
ので特に重要なもの

平成21年度年金手続・退職手続・死亡手続 総務部人事課福祉係 2009年度 2010年4月1日 無期限 紙 倉庫1 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事
共済組合長期給付に関するも
ので特に重要なもの

平成21年度年金決定通知書 総務部人事課福祉係 2009年度 2010年4月1日 無期限 紙 倉庫2 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事 処分に関すること 処分関係（平成22年度） 総務部人事課副課長 2010年度 2011年4月1日 30年 2040年度末 紙 事務室 総務部人事課副課長 廃棄

人事課 人事 労働災害に関するもの 平成22年労働災害関係 総務部人事課福祉係 2010年度 未定 完結から3年 未定 紙 倉庫1 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事 公務災害に関するもの 平成22年度公務災害・国家公務員災害補償 総務部人事課福祉係 2010年度 未定 完結から3年 未定 紙 倉庫2 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事
共済組合長期給付に関するも
ので特に重要なもの

平成22年度年金手続・退職手続・死亡手続 総務部人事課福祉係 2010年度 2011年4月1日 無期限 紙 倉庫1 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事
共済組合長期給付に関するも
ので特に重要なもの

平成22年度年金決定通知書 総務部人事課福祉係 2010年度 2011年4月1日 無期限 紙 倉庫2 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事 処分に関すること 処分関係（平成23年度） 総務部人事課副課長 2011年度 2012年4月1日 30年 2041年度末 紙 事務室 総務部人事課副課長 廃棄

人事課 人事 労働災害に関するもの 平成23年労働災害関係 総務部人事課福祉係 2011年度 未定 完結から3年 未定 紙 倉庫1 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事 公務災害に関するもの 平成23年度公務災害・国家公務員災害補償 総務部人事課福祉係 2011年度 未定 完結から3年 未定 紙 倉庫1 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事
共済組合長期給付に関するも
ので特に重要なもの

平成23年度年金手続・退職手続・死亡手続 総務部人事課福祉係 2011年度 2012年4月1日 無期限 紙 倉庫1 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事
共済組合長期給付に関するも
ので特に重要なもの

平成23年度年金決定通知書 総務部人事課福祉係 2011年度 2012年4月1日 無期限 紙 倉庫2 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事 育児休業に関するもの 育児休業関係（平成24年度） 総務部人事課職員係 2012年度 未定
育児休業・介護休
業終了後3年

未定 紙 倉庫2 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事 兼業に関するもの 平成24年度兼業関係 総務部人事課職員係 2012年度 未定 兼業終了後3年 未定 紙 倉庫1 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事 処分に関すること 処分関係（平成24年度） 総務部人事課副課長 2012年度 2013年4月1日 30年 2042年度末 紙 事務室 総務部人事課副課長 廃棄

人事課 人事 兼業に関するもの 兼業台帳（平成24年度） 総務部人事課職員係 2012年度 未定 兼業終了後3年 未定 紙 倉庫2 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事 栄典・表彰に関するもの 平成24年度栄典関係（生存者） 総務部人事課職員係 2012年度 2013年4月1日 10年 2022年度末 紙 倉庫2 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事
勤務時間・休暇通知の関係
で，10年保存が必要であるも
の

勤務時間・休暇関係通知文書（平成24年度） 総務部人事課職員係 2012年度 2013年4月1日 10年 2022年度末 紙 事務室 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事 労働災害に関するもの 平成24年労働災害関係 総務部人事課福祉係 2012年度 未定 完結から3年 未定 紙 倉庫1 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事 公務災害に関するもの 平成24年度公務災害補償費支給関係 総務部人事課福祉係 2012年度 未定 完結から3年 未定 紙 倉庫1 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事 労働災害に関するもの 災害補償記録簿関係（平成24年度） 総務部人事課福祉係 2012年度 未定 完結から3年 未定 紙 倉庫2 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事 労働災害に関するもの 現状報告書関係（平成24年度） 総務部人事課福祉係 2012年度 未定 完結から3年 未定 紙 倉庫2 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事 労働災害に関するもの 平成24年度災害補償報告書 総務部人事課福祉係 2012年度 未定 完結から3年 未定 紙 倉庫2 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事 公務災害に関するもの 平成24年度公務災害・国家公務員災害補償 総務部人事課福祉係 2012年度 未定 完結から3年 未定 紙 倉庫2 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事
共済組合長期給付に関するも
ので特に重要なもの

平成24年度年金手続・退職手続・死亡手続 総務部人事課福祉係 2012年度 2013年4月1日 無期限 紙 倉庫2 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事
共済組合長期給付に関するも
ので特に重要なもの

平成24年度年金決定通知書 総務部人事課福祉係 2012年度 2013年4月1日 無期限 紙 倉庫2 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事 育児休業に関するもの 育児休業関係（平成25年度） 総務部人事課職員係 2013年度 未定
育児休業・介護休
業終了後3年

未定 紙 倉庫1 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事 兼業に関するもの 平成25年度兼業関係 総務部人事課職員係 2013年度 未定 兼業終了後3年 未定 紙 倉庫1 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事 処分に関すること 処分関係（平成25年度） 総務部人事課副課長 2013年度 2014年4月1日 30年 2043年度末 紙 事務室 総務部人事課副課長 廃棄

人事課 人事 兼業に関するもの 兼業台帳（平成25年度） 総務部人事課職員係 2013年度 未定 兼業終了後3年 未定 紙 倉庫2 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事 栄典・表彰に関するもの 平成25年度栄典関係（生存者） 総務部人事課職員係 2013年度 2014年4月1日 10年 2023年度末 紙 倉庫2 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事
勤務時間・休暇通知の関係
で，10年保存が必要であるも
の

勤務時間・休暇関係通知文書（平成25年度） 総務部人事課職員係 2013年度 2014年4月1日 10年 2023年度末 紙 事務室 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事 労働災害に関するもの 平成25年労働災害関係 総務部人事課福祉係 2013年度 未定 完結から3年 未定 紙 倉庫1 総務部人事課職員係 廃棄
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人事課 人事 公務災害に関するもの 平成25年度公務災害補償費支給関係 総務部人事課福祉係 2013年度 未定 完結から3年 未定 紙 倉庫2 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事 労働災害に関するもの 災害補償記録簿関係（平成25年度） 総務部人事課福祉係 2013年度 未定 完結から3年 未定 紙 倉庫2 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事 労働災害に関するもの 現状報告書関係（平成25年度） 総務部人事課福祉係 2013年度 未定 完結から3年 未定 紙 倉庫2 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事 労働災害に関するもの 平成25年度災害補償報告書 総務部人事課福祉係 2013年度 未定 完結から3年 未定 紙 倉庫2 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事 公務災害に関するもの 平成25年度公務災害・国家公務員災害補償 総務部人事課福祉係 2013年度 未定 完結から3年 未定 紙 倉庫1 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事
共済組合長期給付に関するも
ので特に重要なもの

平成25年度年金手続・退職手続・死亡手続 総務部人事課福祉係 2013年度 2014年4月1日 無期限 紙 倉庫1 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事
共済組合長期給付に関するも
ので特に重要なもの

平成25年度年金決定通知書 総務部人事課福祉係 2013年度 2014年4月1日 無期限 紙 倉庫2 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事
共済組合長期給付に関するも
ので特に重要なもの

平成26年度年金関係№1 総務部人事課職員係 2014年度 2015年4月1日 無期限 紙 倉庫1 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事
共済組合長期給付に関するも
ので特に重要なもの

平成26年度年金関係№2 総務部人事課職員係 2014年度 2015年4月1日 無期限 紙 倉庫1 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事 公務災害に関するもの 平成26年度公務災害 総務部人事課職員係 2014年度 未定 完結から3年 未定 紙 倉庫1 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事 育児休業に関するもの 育児休業関係（平成26年度） 総務部人事課職員係 2014年度 未定
育児休業・介護休
業終了後3年

未定 紙 倉庫2 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事 兼業に関するもの 平成26年度兼業関係 総務部人事課職員係 2014年度 未定 兼業終了後3年 未定 紙 倉庫2 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事 兼業に関するもの 兼業台帳（平成26年度） 総務部人事課職員係 2014年度 未定 兼業終了後3年 未定 紙 倉庫2 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事 処分に関すること 処分関係（平成26年度） 総務部人事課副課長 2014年度 2015年4月1日 30年 2044年度末 紙 事務室 総務部人事課副課長 廃棄

人事課 人事 栄典・表彰に関するもの 平成26年度栄典関係（生存者） 総務部人事課職員係 2014年度 2015年4月1日 10年 2024年度末 紙 倉庫2 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事
勤務時間・休暇通知の関係
で，10年保存が必要であるも
の

勤務時間・休暇関係通知文書（平成26年度） 総務部人事課職員係 2014年度 2015年4月1日 10年 2024年度末 紙 事務室 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事 財形貯蓄に関するもの 財産形成貯蓄記録簿（平成26年度） 総務部人事課職員係 2014年度 未定 退職後5年 未定 紙 倉庫2 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事 財形貯蓄に関するもの 金融機関提出書類事業主控（平成26年度） 総務部人事課職員係 2014年度 未定 退職後5年 未定 紙 倉庫2 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事 財形貯蓄に関するもの 平成26年度金融機関からの残高報告書 総務部人事課職員係 2014年度 未定 退職後5年 未定 紙 倉庫1 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事 労働災害に関するもの 平成26年労働災害関係 総務部人事課職員係 2014年度 未定 完結から3年 未定 紙 倉庫1 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事
共済組合長期給付に関するも
ので特に重要なもの

平成27年度年金関係№1 総務部人事課職員係 2015年度 2016年4月1日 無期限 紙 倉庫2 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事
共済組合長期給付に関するも
ので特に重要なもの

平成27年度年金関係№2 総務部人事課職員係 2015年度 2016年4月1日 無期限 紙 倉庫2 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事
共済組合長期給付に関するも
ので特に重要なもの

平成27年度年金関係№3 総務部人事課職員係 2015年度 2016年4月1日 無期限 紙 倉庫2 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事 公務災害に関するもの 平成27年度公務災害 総務部人事課職員係 2015年度 未定 完結から3年 未定 紙 倉庫2 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事
（雇用保険）育児休業給付金
に関するもの

育児休業給付（平成27年度） 総務部人事課職員係 2015年度 未定
育児休業・介護休
業終了後3年

未定 紙 倉庫2 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事
育児休業・介護休業に関する
もの

育児・介護休業承認請求書（平成27年度） 総務部人事課職員係 2015年度 未定
育児休業・介護休
業終了後3年

未定 紙 事務室 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事
総合教育科学系の兼業に関
するもの

平成27年度　総合兼業 総務部人事課職員係 2015年度 未定 兼業終了後3年 未定 紙 倉庫2 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事
人文社会科学系の兼業に関
するもの

平成27年度　人文兼業 総務部人事課職員係 2015年度 未定 兼業終了後3年 未定 紙 倉庫2 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事
自然科学系の兼業に関するも
の

平成27年度　自然兼業 総務部人事課職員係 2015年度 未定 兼業終了後3年 未定 紙 倉庫2 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事
芸術・スポーツ科学系の兼業
に関するもの

平成27年度　芸スポﾟ兼業 総務部人事課職員係 2015年度 未定 兼業終了後3年 未定 紙 倉庫2 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事 センターの兼業に関するもの 平成27年度　センター兼業 総務部人事課職員係 2015年度 未定 兼業終了後3年 未定 紙 倉庫2 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事
各附属学校の兼業に関するも
の

平成27年度　附属兼業 総務部人事課職員係 2015年度 未定 兼業終了後3年 未定 紙 倉庫2 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事
学長・理事・事務職員の兼業
に関するもの

平成27年度　学長・理事・事務兼業 総務部人事課職員係 2015年度 未定 兼業終了後3年 未定 紙 倉庫1 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事 兼業に関するもの 兼業台帳（平成27年度） 総務部人事課職員係 2015年度 未定 兼業終了後3年 未定
電子:共有サー
バー内

事務室 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事 処分に関すること 処分関係（平成27年度） 総務部人事課副課長 2015年度 2016年4月1日 30年 2045年度末 紙 事務室 総務部人事課副課長 廃棄

人事課 人事
勤務時間・休暇通知の関係
で，10年保存が必要であるも
の

勤務時間関係で周知したもの（平成27年度） 総務部人事課職員係 2015年度 2016年4月1日 10年 2025年度末 紙 事務室 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事 財形貯蓄に関するもの 財産形成貯蓄記録簿（平成27年度） 総務部人事課職員係 2015年度 未定 退職後5年 未定 紙 倉庫1 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事 財形貯蓄に関するもの 財形預入控除明細書（平成27年度） 総務部人事課職員係 2015年度 未定 退職後5年 未定 紙 倉庫1 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事 財形貯蓄に関するもの 平成27年度金融機関からの残高報告書 総務部人事課職員係 2015年度 未定 退職後5年 未定 紙 倉庫1 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事 労働災害に関するもの 平成27年度労災関係綴 総務部人事課職員係 2015年度 未定 完結から3年 未定 紙 倉庫1 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事 労使協定に関するもの 労使協定届（平成28年度） 総務部人事課職員係 2015年度 2016年4月1日 30年 2045年度末 紙 事務室 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事
過半数代表者選出選挙に関
するもの

過半数代表者選出関係　H28.2～ 総務部人事課職員係 2015年度 2016年4月1日 10年 2025年度末 紙 事務室 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事
男女共同参画推進本部に関
するものであって，30年保存
が必要であるもの

平成27年度男女共同参画推進本部 総務部人事課職員係 2015年度 2016年4月1日 30年 2045年度末 紙 倉庫2 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事
共済組合長期給付に関するも
ので特に重要なもの

平成28年度年金関係№1 総務部人事課職員係 2016年度 2017年4月1日 無期限 紙 倉庫2 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事
共済組合長期給付に関するも
ので特に重要なもの

平成28年度年金関係№2 総務部人事課職員係 2016年度 2017年4月1日 無期限 紙 倉庫2 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事 公務災害に関するもの 平成28年度公務災害 総務部人事課職員係 2016年度 未定 完結から3年 未定 紙 倉庫2 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事
（雇用保険）育児休業給付金
に関するもの

育児休業給付（平成28年度） 総務部人事課職員係 2016年度 未定
育児休業・介護休
業終了後3年

未定 紙 倉庫2 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事
育児休業・介護休業に関する
もの

育児・介護休業承認請求書（平成28年度） 総務部人事課職員係 2016年度 未定
育児休業・介護休
業終了後3年

未定 紙 事務室 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事
総合教育科学系の兼業に関
するもの

平成28年度　総合兼業 総務部人事課職員係 2016年度 未定 兼業終了後3年 未定 紙 倉庫1 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事
人文社会科学系の兼業に関
するもの

平成28年度　人文兼業 総務部人事課職員係 2016年度 未定 兼業終了後3年 未定 紙 倉庫1 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事
自然科学系の兼業に関するも
の

平成28年度　自然兼業 総務部人事課職員係 2016年度 未定 兼業終了後3年 未定 紙 倉庫1 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事
芸術・スポーツ科学系の兼業
に関するもの

平成28年度　芸スポ兼業 総務部人事課職員係 2016年度 未定 兼業終了後3年 未定 紙 倉庫1 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事 センターの兼業に関するもの 平成28年度　センター兼業 総務部人事課職員係 2016年度 未定 兼業終了後3年 未定 紙 倉庫1 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事
各附属学校の兼業に関するも
の

平成28年度　附属兼業 総務部人事課職員係 2016年度 未定 兼業終了後3年 未定 紙 倉庫1 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事
学長・理事・事務職員の兼業
に関するもの

平成28年度　学長・理事・事務兼業 総務部人事課職員係 2016年度 未定 兼業終了後3年 未定 紙 倉庫1 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事 兼業に関するもの 兼業台帳（平成28年度） 総務部人事課職員係 2016年度 未定 兼業終了後3年 未定
電子:共有サー
バー内

事務室 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事 処分に関すること 処分関係（平成28年度） 総務部人事課副課長 2016年度 2017年4月1日 30年 2046年度末 紙 事務室 総務部人事課副課長 廃棄

人事課 人事
勤務時間・休暇通知の関係
で，10年保存が必要であるも
の

勤務時間関係で周知したもの（平成28年度） 総務部人事課職員係 2016年度 2017年4月1日 10年 2026年度末 紙 事務室 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事 財形貯蓄に関するもの 財産形成貯蓄記録簿（平成28年度） 総務部人事課職員係 2016年度 未定 退職後5年 未定 紙 倉庫1 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事 財形貯蓄に関するもの 財形預入控除明細書（平成28年度） 総務部人事課職員係 2016年度 未定 退職後5年 未定 紙 倉庫1 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事 財形貯蓄に関するもの 平成28年度金融機関からの残高報告書 総務部人事課職員係 2016年度 未定 退職後5年 未定 紙 倉庫1 総務部人事課職員係 廃棄
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人事課 人事 労働災害に関するもの 平成28年度労災関係綴 総務部人事課職員係 2016年度 未定 完結から3年 未定 紙 倉庫2 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事 労使協定に関するもの 労使協定届（平成29年度） 総務部人事課職員係 2016年度 2017年4月1日 30年 2046年度末 紙 事務室 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事
過半数代表者選出選挙に関
するもの

過半数代表者選出関係　H29.2～ 総務部人事課職員係 2016年度 2017年4月1日 10年 2026年度末 紙 事務室 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事
男女共同参画推進本部に関
するものであって，30年保存
が必要であるもの

平成28年度男女共同参画推進本部 総務部人事課職員係 2016年度 2017年4月1日 30年 2046年度末 紙 倉庫2 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事
（雇用保険）育児休業給付金
に関するもの

平成29年度雇用保険育児休業給付 総務部人事課職員係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 倉庫2 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事
（雇用保険）高年齢雇用継続
給付金に関するもの

平成29年度高年齢雇用継続給付 総務部人事課職員係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 倉庫2 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事
非常勤職員の雇用保険に関
するもの

平成29年度雇用保険　非常勤　資格取得 総務部人事課職員係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 倉庫2 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事
非常勤職員の雇用保険に関
するもの

平成29年度雇用保険　非常勤　資格喪失　その他 総務部人事課職員係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 倉庫2 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事
常勤職員の雇用保険に関する
もの

平成29年度雇用保険　常勤 総務部人事課職員係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 倉庫2 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事
非常勤職員の社会保険に関
するもの

平成29年度社会保険　資格取得 総務部人事課職員係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 倉庫2 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事
非常勤職員の社会保険に関
するもの

平成29年度社会保険　資格喪失　その他 総務部人事課職員係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 倉庫2 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事
共済組合長期給付に関するも
ので特に重要なもの

平成29年度年金関係№1 総務部人事課職員係 2017年度 2018年4月1日 無期限 紙 倉庫2 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事
共済組合長期給付に関するも
ので特に重要なもの

平成29年度年金関係№2 総務部人事課職員係 2017年度 2018年4月1日 無期限 紙 倉庫2 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事 公務災害に関するもの 平成29年度公務災害 総務部人事課職員係 2017年度 未定 完結から3年 未定 紙 倉庫1 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事
労働保険料の関係で5年保存
が必要であるもの

労働保険料の申告書（平成29年度） 総務部人事課職員係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 倉庫1 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事 職員健康診断に関するもの 平成29年度　「生活習慣病予防健診」「特定健康診査受診券」 総務部人事課職員係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 倉庫2 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事
（社会保険）算定基礎届に関
するもの

【社会保険】算定基礎届　平成29年度 総務部人事課職員係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事
育児休業・介護休業に関する
もの

育児・介護休業承認請求書（平成29年度） 総務部人事課職員係 2017年度 未定
育児休業・介護休
業終了後3年

未定 紙 事務室 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事
総合教育科学系の兼業に関
するもの

平成29年度　総合兼業 総務部人事課職員係 2017年度 未定 兼業終了後3年 未定 紙 倉庫1 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事
人文社会科学系の兼業に関
するもの

平成29年度　人文兼業 総務部人事課職員係 2017年度 未定 兼業終了後3年 未定 紙 倉庫1 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事
自然科学系の兼業に関するも
の

平成29年度　自然兼業 総務部人事課職員係 2017年度 未定 兼業終了後3年 未定 紙 倉庫1 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事
芸術・スポーツ科学系の兼業
に関するもの

平成29年度　芸スポ兼業 総務部人事課職員係 2017年度 未定 兼業終了後3年 未定 紙 倉庫1 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事 センターの兼業に関するもの 平成29年度　センター兼業 総務部人事課職員係 2017年度 未定 兼業終了後3年 未定 紙 倉庫1 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事
各附属学校の兼業に関するも
の

平成29年度　附属兼業 総務部人事課職員係 2017年度 未定 兼業終了後3年 未定 紙 倉庫1 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事
学長・理事・事務職員の兼業
に関するもの

平成29年度　学長・理事・事務兼業 総務部人事課職員係 2017年度 未定 兼業終了後3年 未定 紙 倉庫1 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事 兼業に関するもの 兼業台帳（平成29年度） 総務部人事課職員係 2017年度 未定 兼業終了後3年 未定
電子:共有サー
バー内

事務室 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事 処分に関すること 処分関係（平成29年度） 総務部人事課副課長 2017年度 2018年4月1日 30年 2047年度末 紙 事務室 総務部人事課副課長 廃棄

人事課 人事
勤務時間・休暇通知の関係
で，10年保存が必要であるも
の

勤務時間関係で周知したもの（平成29年度） 総務部人事課職員係 2017年度 2018年4月1日 10年 2027年度末 紙 事務室 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事 財形貯蓄に関するもの 財産形成貯蓄記録簿（平成29年度） 総務部人事課職員係 2017年度 未定 退職後5年 未定 紙 倉庫1 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事 財形貯蓄に関するもの 財形預入控除明細書（平成29年度） 総務部人事課職員係 2017年度 未定 退職後5年 未定 紙 倉庫1 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事 財形貯蓄に関するもの 平成29年度金融機関からの残高報告書 総務部人事課職員係 2017年度 未定 退職後5年 未定 紙 倉庫1 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事
財形貯蓄に関するものであっ
て，5年保存が必要であるもの

平成29年度財産形成貯蓄等実施状況調査 総務部人事課職員係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事
指導区分及び事後措置決定
に関するもので重要なもの

指導区分及び事後措置決定通知（平成29年度） 総務部人事課職員係 2017年度 2018年4月1日 10年 2027年度末 紙 事務室 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事 労働災害に関するもの 平成29年度労災関係綴 総務部人事課職員係 2017年度 未定 完結から3年 未定 紙 倉庫1 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事 安全衛生委員会に関するもの 安全衛生委員会（平成29年度） 総務部人事課職員係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 倉庫1 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事 作業環境測定に関するもの 作業環境測定関係（平成29年度） 総務部人事課職員係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事
産業医および衛生管理者の
指名に関するもの

産業医・衛生管理者等指名文書（平成29年度） 総務部人事課職員係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事 職員健康診断に関するもの 平成29年度健康管理の記録　個人票 総務部人事課職員係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事 職員健康診断に関するもの 平成29年度健康診断関係 総務部人事課職員係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 倉庫1 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事 職員健康診断に関するもの 平成29年度健診報告等 総務部人事課職員係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事 面接指導に関するもの 平成29年度　面接指導 総務部人事課職員係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 倉庫2 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事 労使協定に関するもの 労使協定届（平成30年度） 総務部人事課職員係 2017年度 2018年4月1日 30年 2047年度末 紙 事務室 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事
過半数代表者選出選挙に関
するもの

過半数代表者選出関係　H30.2～ 総務部人事課職員係 2017年度 2018年4月1日 10年 2027年度末 紙 事務室 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事
男女共同参画推進本部に関
するものであって，30年保存
が必要であるもの

平成29年度男女共同参画推進本部 総務部人事課職員係 2017年度 2018年4月1日 30年 2047年度末 紙 事務室 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事 各種調査に関するもの 平成29年度　調査関係 総務部人事課職員係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事 ストレスチェックに関するもの 平成29年度　ストレスチェック関係 総務部人事課職員係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事
（雇用保険）育児休業給付金
に関するもの

平成30年度雇用保険育児休業給付 総務部人事課職員係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 倉庫2 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事
（雇用保険）高年齢雇用継続
給付金に関するもの

平成30年度高年齢雇用継続給付 総務部人事課職員係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 倉庫2 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事
（雇用保険）六十歳到達賃金
登録に関するもの

平成30年度六十歳到達賃金登録 総務部人事課職員係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 倉庫2 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事
（雇用保険）高年齢雇用継続
給付金に関するもの

平成30年度雇用保険　記載内容に関する確認書　申請等に関す
る同意書

総務部人事課職員係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事
非常勤職員の雇用保険に関
するもの

平成30年度雇用保険　非常勤　資格取得　氏名変更届 総務部人事課職員係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 倉庫1 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事
非常勤職員の雇用保険に関
するもの

平成30年度雇用保険　非常勤　資格喪失 総務部人事課職員係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 倉庫1 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事
常勤職員の雇用保険に関する
もの

平成30年度雇用保険　常勤　資格取得　氏名変更届 総務部人事課職員係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 倉庫1 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事
常勤職員の雇用保険に関する
もの

平成30年度雇用保険　常勤　資格喪失 総務部人事課職員係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 倉庫1 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事
非常勤職員の社会保険に関
するもの

平成30年度社会保険　資格取得 総務部人事課職員係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 倉庫1 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事
非常勤職員の社会保険に関
するもの

平成30年度社会保険　資格喪失 総務部人事課職員係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 倉庫1 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事
共済組合長期給付に関するも
ので特に重要なもの

平成30年度年金関係 総務部人事課職員係 2018年度 2019年4月1日 無期限 紙 倉庫1 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事 公務災害に関するもの 平成30年度公務災害 総務部人事課職員係 2018年度 未定 完結から3年 未定 紙 倉庫1 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事
労働保険料の関係で5年保存
が必要であるもの

労働保険料の申告書（平成30年度） 総務部人事課職員係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 倉庫1 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事 職員健康診断に関するもの 平成30年度　「生活習慣病予防健診」「特定健康診査受診券」 総務部人事課職員係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 倉庫2 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事
（社会保険）算定基礎届に関
するもの

【社会保険】算定基礎届　平成30年度 総務部人事課職員係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 倉庫1 総務部人事課職員係 廃棄
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部局名 １）大分類 ２）中分類 ３）小分類（法人文書ファイル名） ４）作成・取得者
５）作成・取得年度
等

６）起算日 ７）保存期間
８）保存期間
    満了時期

９）媒体の種別 10）保存場所 11）管理担当課・係
12)保存期間満
了時の措置

備考

人事課 人事
育児休業・介護休業に関する
もの

育児・介護休業承認請求書（平成30年度） 総務部人事課職員係 2018年度 未定
育児休業・介護休
業終了後3年

未定 紙 事務室 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事
総合教育科学系の兼業に関
するもの

平成30年度　総合兼業 総務部人事課職員係 2018年度 未定 兼業終了後3年 未定 紙 事務室 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事
人文社会科学系の兼業に関
するもの

平成30年度　人文兼業 総務部人事課職員係 2018年度 未定 兼業終了後3年 未定 紙 事務室 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事
自然科学系の兼業に関するも
の

平成30年度　自然兼業 総務部人事課職員係 2018年度 未定 兼業終了後3年 未定 紙 事務室 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事
芸術・スポーツ科学系の兼業
に関するもの

平成30年度　芸スポ兼業 総務部人事課職員係 2018年度 未定 兼業終了後3年 未定 紙 事務室 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事 センターの兼業に関するもの 平成30年度　センター兼業 総務部人事課職員係 2018年度 未定 兼業終了後3年 未定 紙 事務室 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事
各附属学校の兼業に関するも
の

平成30年度　附属兼業 総務部人事課職員係 2018年度 未定 兼業終了後3年 未定 紙 事務室 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事
学長・理事・事務職員の兼業
に関するもの

平成30年度　学長・理事・事務兼業 総務部人事課職員係 2018年度 未定 兼業終了後3年 未定 紙 事務室 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事 兼業に関するもの 兼業台帳（平成30年度） 総務部人事課職員係 2018年度 未定 兼業終了後3年 未定
電子:共有サー
バー内

事務室 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事 処分に関すること 処分関係（平成30年度） 総務部人事課副課長 2018年度 2019年4月1日 30年 2048年度末 紙 事務室 総務部人事課副課長 廃棄

人事課 人事
勤務時間・休暇通知の関係
で，10年保存が必要であるも
の

勤務時間関係で周知したもの（平成30年度） 総務部人事課職員係 2018年度 2019年4月1日 10年 2028年度末 紙 事務室 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事 財形貯蓄に関するもの 財形預入控除明細書（平成30年度） 総務部人事課職員係 2018年度 未定 退職後5年 未定 紙 倉庫2 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事 財形貯蓄に関するもの 平成30年度金融機関等からの残高報告書 総務部人事課職員係 2018年度 未定 退職後5年 未定 紙 倉庫2 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事
財形貯蓄に関するものであっ
て，5年保存が必要であるもの

平成30年度財産形成貯蓄等実施状況調査 総務部人事課職員係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事
指導区分及び事後措置決定
に関するもので重要なもの

指導区分及び事後措置決定通知（平成30年度） 総務部人事課職員係 2018年度 2019年4月1日 10年 2028年度末 紙 事務室 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事 労働災害に関するもの 平成30年度労災関係綴 総務部人事課職員係 2018年度 未定 完結から3年 未定 紙 倉庫1 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事 安全衛生委員会に関するもの 安全衛生委員会（平成30年度） 総務部人事課職員係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 倉庫2 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事 作業環境測定に関するもの 作業環境測定関係（平成30年度） 総務部人事課職員係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事
産業医および衛生管理者の
指名に関するもの

産業医・衛生管理者等指名文書（平成30年度） 総務部人事課職員係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事 職員健康診断に関するもの 健康診断関係（H30年度） 総務部人事課職員係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事 職員健康診断に関するもの 健診報告等（H30年度） 総務部人事課職員係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事 面接指導に関するもの 平成30年度　面接指導 総務部人事課職員係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 倉庫2 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事 労使協定に関するもの 労使協定届（平成31年度） 総務部人事課職員係 2018年度 2019年4月1日 30年 2048年度末 紙 事務室 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事
過半数代表者選出選挙に関
するもの

過半数代表者選出関係　H31.2～ 総務部人事課職員係 2018年度 2019年4月1日 10年 2028年度末 紙 事務室 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事
男女共同参画推進本部に関
するものであって，30年保存
が必要であるもの

平成30年度男女共同参画関係 総務部人事課職員係 2018年度 2019年4月1日 30年 2048年度末 紙 倉庫2 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事 各種調査に関するもの 平成30年度　雑件・調査物 総務部人事課職員係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事 ストレスチェックに関するもの 平成30年度　ストレスチェック 総務部人事課職員係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事
（雇用保険）育児休業給付金
に関するもの

令和元年度雇用保険育児休業給付 総務部人事課職員係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 倉庫1 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事
（雇用保険）高年齢雇用継続
給付金に関するもの

令和元年度高年齢雇用継続給付 総務部人事課職員係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 倉庫1 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事
（雇用保険）六十歳到達賃金
登録に関するもの

令和元年度六十歳到達賃金登録 総務部人事課職員係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 倉庫1 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事
（雇用保険）高年齢雇用継続
給付金に関するもの

令和元年度雇用保険　記載内容に関する確認書　申請等に関す
る同意書

総務部人事課職員係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事
非常勤職員の雇用保険に関
するもの

令和元年度雇用保険　非常勤　資格取得　氏名変更届 総務部人事課職員係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 倉庫1 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事
非常勤職員の雇用保険に関
するもの

令和元年度雇用保険　非常勤　資格喪失 総務部人事課職員係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 倉庫1 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事
常勤職員の雇用保険に関する
もの

令和元年度雇用保険　常勤　資格取得　氏名変更届 総務部人事課職員係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 倉庫1 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事
常勤職員の雇用保険に関する
もの

令和元年度雇用保険　常勤　資格喪失 総務部人事課職員係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 倉庫1 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事
非常勤職員の社会保険に関
するもの

令和元年度社会保険　資格取得 総務部人事課職員係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 倉庫1 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事
非常勤職員の社会保険に関
するもの

令和元年度社会保険　資格喪失 総務部人事課職員係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 倉庫1 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事
共済組合長期給付に関するも
ので特に重要なもの

令和元年度年金関係 総務部人事課職員係 2019年度 2020年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事 公務災害に関するもの 令和元年度公務災害 総務部人事課職員係 2019年度 未定 完結から3年 未定 紙 事務室 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事
労働保険料の関係で5年保存
が必要であるもの

労働保険料の申告書（令和元年度） 総務部人事課職員係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 倉庫1 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事 職員健康診断に関するもの 令和元年度　「生活習慣病予防健診」「特定健康診査受診券」 総務部人事課職員係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事
（社会保険）算定基礎届に関
するもの

【社会保険】算定基礎届　令和元年度 総務部人事課職員係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事
育児休業・介護休業に関する
もの

育児・介護休業承認請求書（令和元年度） 総務部人事課職員係 2019年度 未定
育児休業・介護休
業終了後3年

未定 紙 事務室 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事
総合教育科学系の兼業に関
するもの

令和元年度　総合兼業 総務部人事課職員係 2019年度 未定 兼業終了後3年 未定 紙 事務室 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事
人文社会科学系の兼業に関
するもの

令和元年度　人文兼業 総務部人事課職員係 2019年度 未定 兼業終了後3年 未定 紙 事務室 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事
自然科学系の兼業に関するも
の

令和元年度　自然兼業 総務部人事課職員係 2019年度 未定 兼業終了後3年 未定 紙 事務室 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事
芸術・スポーツ科学系の兼業
に関するもの

令和元年度　芸スポ兼業 総務部人事課職員係 2019年度 未定 兼業終了後3年 未定 紙 事務室 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事 センターの兼業に関するもの 令和元年度　センター兼業 総務部人事課職員係 2019年度 未定 兼業終了後3年 未定 紙 事務室 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事
各附属学校の兼業に関するも
の

令和元年度　附属兼業 総務部人事課職員係 2019年度 未定 兼業終了後3年 未定 紙 事務室 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事
学長・理事・事務職員の兼業
に関するもの

令和元年度　学長・理事・事務兼業 総務部人事課職員係 2019年度 未定 兼業終了後3年 未定 紙 事務室 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事 兼業に関するもの 兼業台帳（令和元年度） 総務部人事課職員係 2019年度 未定 兼業終了後3年 未定
電子:共有サー
バー内

事務室 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事 処分に関すること 処分関係（令和元年度） 総務部人事課副課長 2019年度 2020年4月1日 30年 2049年度末 紙 事務室 総務部人事課副課長 廃棄

人事課 人事
勤務時間・休暇通知の関係
で，10年保存が必要であるも
の

勤務時間関係で周知したもの（令和元年度） 総務部人事課職員係 2019年度 2020年4月1日 10年 2029年度末 紙 事務室 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事 財形貯蓄に関するもの 財形預入控除明細書（令和元年度） 総務部人事課職員係 2019年度 未定 退職後5年 未定 紙 事務室 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事 財形貯蓄に関するもの 令和元年度金融機関等からの残高報告書 総務部人事課職員係 2019年度 未定 退職後5年 未定 紙 事務室 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事
財形貯蓄に関するものであっ
て，5年保存が必要であるもの

令和元年度財産形成貯蓄等実施状況調査 総務部人事課職員係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事
指導区分及び事後措置決定
に関するもので重要なもの

指導区分及び事後措置決定通知（令和元年度） 総務部人事課職員係 2019年度 2020年4月1日 10年 2029年度末 紙 事務室 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事 労働災害に関するもの 令和元年度労災関係綴 総務部人事課職員係 2019年度 未定 完結から3年 未定 紙 事務室 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事 安全衛生委員会に関するもの 安全衛生委員会（令和元年度） 総務部人事課職員係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事 作業環境測定に関するもの 作業環境測定関係（令和元年度） 総務部人事課職員係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事
産業医および衛生管理者の
指名に関するもの

産業医・衛生管理者等指名文書（令和元年度） 総務部人事課職員係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 総務部人事課職員係 廃棄
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法人文書ファイル管理簿データ（全学）

部局名 １）大分類 ２）中分類 ３）小分類（法人文書ファイル名） ４）作成・取得者
５）作成・取得年度
等

６）起算日 ７）保存期間
８）保存期間
    満了時期

９）媒体の種別 10）保存場所 11）管理担当課・係
12)保存期間満
了時の措置

備考

人事課 人事 職員健康診断に関するもの 健康診断関係（H30年度） 総務部人事課職員係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事 職員健康診断に関するもの 健診報告等（H30年度） 総務部人事課職員係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事 研修に関するもの 令和元年度　研修 総務部人事課職員係 2019年度 2020年4月1日 3年 2022年度末 紙 事務室 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事 研修に関するもの 令和元年度若手から中堅教職員向け経済生活設計セミナー 総務部人事課職員係 2019年度 2020年4月1日 3年 2022年度末 紙 事務室 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事 研修に関するもの 令和元年度　新規採用事務職員研修（令和元年度） 総務部人事課職員係 2019年度 2020年4月1日 3年 2022年度末 紙 事務室 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事 研修に関するもの 令和元年度　新規採用職員研修会 総務部人事課職員係 2019年度 2020年4月1日 3年 2022年度末 紙 事務室 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事 労使協定に関するもの 労使協定届（平成31年度） 総務部人事課職員係 2019年度 2020年4月1日 30年 2049年度末 紙 事務室 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事
過半数代表者選出選挙に関
するもの

過半数代表者選出関係　H31.2～ 総務部人事課職員係 2019年度 2020年4月1日 10年 2029年度末 紙 事務室 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事 研修に関するもの 日独・異業種・海外短期・・研修報告会・ハラスメント研修（R1年度） 総務部人事課職員係 2019年度 2020年4月1日 3年 2022年度末 紙 事務室 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事
男女共同参画推進本部に関
するものであって，30年保存
が必要であるもの

令和元年度男女共同参画関係 総務部人事課職員係 2019年度 2020年4月1日 30年 2049年度末 紙 事務室 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事 各種調査に関するもの 令和元年度　雑件・調査物 総務部人事課職員係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事 ストレスチェックに関するもの 令和元年度　ストレスチェック 総務部人事課職員係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事
新型コロナウイルス対策に関
するもので，10年保存が必要
であるもの

新型コロナウイルス対策関係 総務部人事課職員係 2019年度 2020年4月1日 10年 2029年度末 紙 事務室 総務部人事課職員係 移管 歴史的緊急事態関連

人事課 人事
人事評価制度に関するもので
あって，3年保存が必要である
もの

令和元年度人事評価制度導入準備 総務部人事課職員係 2019年度 2020年4月1日 3年 2022年度末 紙 事務室 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事 人事記録及び附属書類 人事記録及び附属書類（常勤職員）（令和元年度） 総務部人事課人事係 2019年度 2020年4月1日 無期限 紙 倉庫1 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事 勤務時間記録簿 令和3年勤務時間記録簿 総務部人事課人事係 2021年 2022年1月1日 5年 2026年末 紙 倉庫1 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
休暇簿の関係で3年保存が必
要であるもの

令和3年休暇簿（年次休暇，病気休暇，特別休暇） 総務部人事課人事係 2021年 2022年1月1日 3年 2024年末 紙 倉庫1 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
時間外勤務の関係で3年保存
が必要であるもの

令和3年時間外勤務予定書 総務部人事課人事係 2021年 2022年1月1日 3年 2024年末 紙 倉庫1 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
勤務日及び勤務時間表の関
係で3年保存が必要であるも
の

令和3年勤務日及び勤務時間表 総務部人事課人事係 2021年 2022年1月1日 3年 2024年末 紙 倉庫1 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事 採用等発令に関するもの 大学教員発令綴（令和2年度） 総務部人事課人事係 2020年度 2021年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事 採用等発令に関するもの 附属教員発令綴（令和2年度） 総務部人事課人事係 2020年度 2021年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事 採用等発令に関するもの 事務職員発令綴（令和2年度） 総務部人事課人事係 2020年度 2021年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
連合学校教育学研究科発令
の関係で無期限保存が必要
であるもの

連合学校教育学研究科発令等（令和2年度） 総務部人事課人事係 2020年度 2021年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事 採用等開設申請に関するもの 開設申請台帳（令和2年度） 総務部人事課人事係 2020年度 2021年4月1日 無期限
電子:共有サー
バー内

事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事 採用等開設申請に関するもの 大学院担当開設申請台帳（令和2年度） 総務部人事課人事係 2020年度 2021年4月1日 無期限
電子:共有サー
バー内

事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事 採用等開設申請に関するもの 戦略的配置教員開設申請台帳（令和2年度） 総務部人事課人事係 2020年度 2021年4月1日 無期限
電子:共有サー
バー内

事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事 採用等開設申請に関するもの 教職大学院開設申請台帳（令和2年度） 総務部人事課人事係 2020年度 2021年4月1日 無期限
電子:共有サー
バー内

事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

令和2年度非常勤職員勤務時間記録簿 総務部人事課人事係 2020年度 2021年4月1日 無期限 紙 倉庫1 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
定員現員表の関係で無期限
保存が必要であるもの

定員現員表（令和2年度） 総務部人事課人事係 2020年度 2021年4月1日 無期限
電子:共有サー
バー内

事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
任免の関係で無期限保存が
必要であるもの

任免台帳（令和2年度） 総務部人事課人事係 2020年度 2021年4月1日 無期限
電子:共有サー
バー内

事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
就業規則の関係で無期限保
存が必要であるもの

就業規則関係資料（令和2年度） 総務部人事課人事係 2020年度 2021年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
無期労働契約転換の関係で
無期限保存が必要であるもの

無期労働契約転換 総務部人事課人事係 2020年度 2021年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
名誉教授の称号授与に関する
もの

令和2年度名誉教授 総務部人事課人事係 2020年度 2021年4月1日 30年 2050年度末 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
栄典の関係で30年保存が必
要であるもの

栄典関係（令和2年度） 総務部人事課人事係 2020年度 2021年4月1日 30年 2050年度末 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
教員人事会議の関係で30年
保存が必要であるもの

令和2年度教員人事会議 総務部人事課人事係 2020年度 2021年4月1日 30年 2050年度末 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
教員人事会議の関係で30年
保存が必要であるもの

令和2年度教員人事会議関係提出書類 総務部人事課人事係 2020年度 2021年4月1日 30年 2050年度末 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 管理・運営
規程・要項の関係で30年保存
が必要であるもの

規程・要項（令和2年度） 総務部人事課人事係 2020年度 2021年4月1日 30年 2050年度末 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
戦略的配置教員の関係で30
年保存が必要であるもの

戦略的配置教員関係（令和2年度） 総務部人事課人事係 2020年度 2021年4月1日 30年 2050年度末 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
クロスアポイントメント制度の
関係で30年保存が必要である
もの

クロスアポイントメント制度　申請・承認（令和2年度） 総務部人事課人事係 2020年度 2021年4月1日 30年 2050年度末 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事 栄典・表彰に関するもの 令和2年度永年勤続 総務部人事課人事係 2020年度 2021年4月1日 10年 2030年度末 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事 栄典・表彰に関するもの 令和2年度その他表彰 総務部人事課人事係 2020年度 2021年4月1日 10年 2030年度末 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
早期退職の関係で10年保存
が必要であるもの

早期退職（令和2年度） 総務部人事課人事係 2020年度 2021年4月1日 10年 2030年度末 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
中期目標・中期計画の関係で
10年保存が必要であるもの

中期目標・中期計画関係資料（令和2年度） 総務部人事課人事係 2020年度 2021年4月1日 10年 2030年度末 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
外国人教師の雇用に関するも
の

外国人関係（外国人教師、招聘等）（令和2年度） 総務部人事課人事係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
割愛の関係で5年保存が必要
であるもの

割愛（令和2年度） 総務部人事課人事係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
出向に関する覚書の関係で5
年保存が必要であるもの

出向に関する覚書（令和2年度） 総務部人事課人事係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
在外教育施設派遣教員の関
係で5年保存が必要であるも
の

在外教育施設派遣教員関係（令和2年度） 総務部人事課人事係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 管理・運営 各種統計調査に関するもの 令和2年度調査・統計（学内）1 総務部人事課人事係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 倉庫1 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 管理・運営 各種統計調査に関するもの 令和2年度調査・統計（学内）2 総務部人事課人事係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 倉庫1 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 管理・運営 各種統計調査に関するもの 令和2年度調査・統計（学外）1 総務部人事課人事係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 倉庫1 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 管理・運営 各種統計調査に関するもの 令和2年度調査・統計（学外）2 総務部人事課人事係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 倉庫1 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
職員採用試験の関係で5年保
存が必要であるもの

令和2年度職員採用試験関係1 総務部人事課人事係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
職員採用試験の関係で5年保
存が必要であるもの

令和2年度職員採用面接試験 総務部人事課人事係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 会計 物品購入依頼書 令和2年度物品購入依頼書 総務部人事課人事係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 会計 旅行命令簿 令和2年度旅行命令 総務部人事課人事係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 会計
用務外出の関係で5年保存が
必要であるもの

令和2年度公務外出 総務部人事課人事係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 会計
予算要求書の関係で3年保存
が必要であるもの

令和2年度各種予算要求書 総務部人事課人事係 2020年度 2021年4月1日 3年 2023年度末 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
身上調書の関係で3年保存が
必要であるもの

令和2年度身上調書 総務部人事課人事係 2020年度 2021年4月1日 3年 2023年度末 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
非常勤講師委嘱の関係で3年
保存が必要であるもの

令和2年度非常勤講師委嘱依頼 総務部人事課人事係 2020年度 2021年4月1日 3年 2023年度末 紙 倉庫１ 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事 採用等に関するもの（非常勤） 令和2年度自然科学系　非常勤講師発令 総務部人事課人事係 2020年度 2021年4月1日 3年 2023年度末 紙 倉庫１ 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事 採用等に関するもの（非常勤） 令和2年度センター　非常勤講師発令 総務部人事課人事係 2020年度 2021年4月1日 3年 2023年度末 紙 倉庫１ 総務部人事課人事係 廃棄
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12)保存期間満
了時の措置

備考

人事課 人事 採用等に関するもの（非常勤） 令和2年度人文社会科学系　非常勤講師発令 総務部人事課人事係 2020年度 2021年4月1日 3年 2023年度末 紙 倉庫１ 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事 採用等に関するもの（非常勤） 令和2年度総合教育科学系　非常勤講師発令 総務部人事課人事係 2020年度 2021年4月1日 3年 2023年度末 紙 倉庫１ 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事 採用等に関するもの（非常勤） 令和2年度芸術・スポーツ科学系　非常勤講師発令 総務部人事課人事係 2020年度 2021年4月1日 3年 2023年度末 紙 倉庫１ 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事 採用等に関するもの（非常勤） 令和2年度附属学校　非常勤講師発令 総務部人事課人事係 2020年度 2021年4月1日 3年 2023年度末 紙 倉庫１ 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事 採用等に関するもの（非常勤） 令和2年度補佐員　大学1 総務部人事課人事係 2020年度 2021年4月1日 3年 2023年度末 紙 倉庫1 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事 採用等に関するもの（非常勤） 令和2年度補佐員　大学2 総務部人事課人事係 2020年度 2021年4月1日 3年 2023年度末 紙 倉庫1 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事 採用等に関するもの（非常勤） 令和2年度補佐員　附属学校課 総務部人事課人事係 2020年度 2021年4月1日 3年 2023年度末 紙 倉庫1 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事 採用等に関するもの（非常勤） 令和2年度TA1 総務部人事課人事係 2020年度 2021年4月1日 3年 2023年度末 紙 倉庫1 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事 採用等に関するもの（非常勤） 令和2年度TA2 総務部人事課人事係 2020年度 2021年4月1日 3年 2023年度末 紙 倉庫1 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事 採用等に関するもの（非常勤） 令和2年度RA 総務部人事課人事係 2020年度 2021年4月1日 3年 2023年度末 紙 倉庫1 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事 採用等に関するもの（非常勤） 令和2年度非常勤職員任期満了 総務部人事課人事係 2020年度 2021年4月1日 3年 2023年度末 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事 採用等に関するもの（非常勤） 令和2年度非常勤職員雇用延長 総務部人事課人事係 2020年度 2021年4月1日 3年 2023年度末 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事 採用等に関するもの（非常勤） 令和2年度継続雇用非常勤職員・講師 総務部人事課人事係 2020年度 2021年4月1日 3年 2023年度末 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
客員教授の関係で3年保存が
必要であるもの

令和2年度客員教授発令 総務部人事課人事係 2020年度 2021年4月1日 3年 2023年度末 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
特任教員の関係で3年保存が
必要であるもの

令和2年度特任教員 総務部人事課人事係 2020年度 2021年4月1日 3年 2023年度末 紙 倉庫1 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
特命教授の関係で3年保存が
必要であるもの

令和2年度特命教授等 総務部人事課人事係 2020年度 2021年4月1日 3年 2023年度末 紙 倉庫1 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事 人事関係の証明に関するもの 令和2年度在職証明書等発行願1 総務部人事課人事係 2020年度 2021年4月1日 3年 2023年度末 紙 倉庫1 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事 人事関係の証明に関するもの 令和2年度在職証明書等発行願2 総務部人事課人事係 2020年度 2021年4月1日 3年 2023年度末 紙 倉庫1 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事 人事関係の証明に関するもの 令和2年度在職証明書等発行願3 総務部人事課人事係 2020年度 2021年4月1日 3年 2023年度末 紙 倉庫1 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事 人事関係の証明に関するもの 令和2年度在職証明書等発行願4 総務部人事課人事係 2020年度 2021年4月1日 3年 2023年度末 紙 倉庫1 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 管理・運営
防災訓練の関係で3年保存が
必要であるもの

防災訓練（令和2年度） 総務部人事課人事係 2020年度 2021年4月1日 3年 2023年度末 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事 人事記録及び附属書類 人事記録及び附属書類（常勤職員）（令和2年度） 総務部人事課人事係 2020年度 2021年4月1日 無期限 紙 倉庫1 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事 住居手当に関するもの 住居手当（令和元年度） 総務部人事課給与第一係 2019年度 未定
支給要件喪失後5
年

未定 紙 倉庫1 総務部人事課給与第一係 廃棄

人事課 人事 住居手当に関するもの 住居手当（令和2年度） 総務部人事課給与第一係 2020年度 未定
支給要件喪失後5
年

未定 紙 倉庫1 総務部人事課給与第一係 廃棄

人事課 人事 初任給調整手当に関するもの 初任給調整手当（令和2年度） 総務部人事課給与第一係 2020年度 未定
支給しなくなった
日から5年

未定 紙 倉庫1 総務部人事課給与第一係 廃棄

人事課 人事 単身赴任手当に関するもの 単身赴任手当関係（令和2年度） 総務部人事課給与第一係 2020年度 未定
支給要件喪失後5
年

未定 紙 事務室 総務部人事課給与第一係 廃棄

人事課 人事 通勤手当に関するもの 通勤手当関係（令和2年度） 総務部人事課給与第一係 2020年度 未定
支給要件喪失後5
年

未定 紙 倉庫1 総務部人事課給与第一係 廃棄

人事課 人事 扶養手当に関するもの 扶養手当関係（令和2年度） 総務部人事課給与第一係 2020年度 未定
支給要件喪失後5
年

未定 紙 倉庫1 総務部人事課給与第一係 廃棄

人事課 人事 復職時調整に関するもの 復職時の調整等発令綴（令和2年度） 総務部人事課給与第一係 2020年度 2021年4月1日 10年 2030年度末 紙 倉庫1 総務部人事課給与第一係 廃棄

人事課 管理・運営 各種統計調査に関するもの
国立大学法人等の役職員の給与水準の公表について（令和2年
度）

総務部人事課給与第一係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 倉庫1 総務部人事課給与第一係 廃棄

人事課 人事
期末・勤勉手当の関係で5年
保存が必要であるもの

令和2年度期末・勤勉 総務部人事課給与第一係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 倉庫1 総務部人事課給与第一係 廃棄

人事課 人事 昇格に関するもの 令和2年度昇格 総務部人事課給与第一係 2020年度 2021年4月1日 10年 2030年度末 紙 倉庫1 総務部人事課給与第一係 廃棄

人事課 人事 退職手当に関するもの 令和2年度退職手当 総務部人事課給与第一係 2020年度 2021年4月1日

支給制限その他
の支給に関する
処分を行うことが
できる期間又は５

2025年度末 紙 倉庫1 総務部人事課給与第一係 廃棄

人事課 人事 昇給に関するもの 令和2年度昇給 総務部人事課給与第一係 2020年度 2021年4月1日 10年 2030年度末 紙 倉庫1 総務部人事課給与第一係 廃棄

人事課 人事
大学院調整額の関係で5年保
存が必要であるもの

大学院調整額（令和2年度） 総務部人事課給与第一係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 倉庫1 総務部人事課給与第一係 廃棄

人事課 人事
給与算定の関係で10年保存
が必要であるもの

給与算定（令和2年度） 総務部人事課給与第一係 2020年度 2021年4月1日 10年 2030年度末 紙 倉庫1 総務部人事課給与第一係 廃棄

人事課 人事
現況確認の関係で3年保存が
必要であるもの

令和2年度　現況確認書 総務部人事課給与第一係 2020年度 2021年4月1日 3年 2023年度末 紙 倉庫1 総務部人事課給与第一係 廃棄

人事課 人事
現況確認の関係で3年保存が
必要であるもの

扶養手当・単身赴任手当現況確認（令和2年度） 総務部人事課給与第一係 2020年度 2021年4月1日 3年 2023年度末 紙 倉庫1 総務部人事課給与第一係 廃棄

人事課 人事
文部科学省（事務連絡・照会
等）の関係で3年保存が必要
であるもの

文部科学省（事務連絡・照会等）　（令和2年度） 総務部人事課給与第一係 2020年度 2021年4月1日 3年 2023年度末 紙 倉庫1 総務部人事課給与第一係 廃棄

人事課 人事
他機関（照会・回答等）の関係
で3年保存が必要であるもの

他機関（照会・回答等）　（令和2年度） 総務部人事課給与第一係 2020年度 2021年4月1日 3年 2023年度末 紙 倉庫1 総務部人事課給与第一係 廃棄

人事課 人事
人事院勧告の関係で30年保
存が必要であるもの

人事院勧告　（令和2年度） 総務部人事課給与第一係 2020年度 2021年4月1日 30年 2050年度末 紙 倉庫1 総務部人事課給与第一係 廃棄

人事課 人事
手当支給関係連絡通知の関
係で3年保存が必要であるも
の

手当支給関係連絡通知　（令和2年度） 総務部人事課給与第一係 2020年度 2021年4月1日 3年 2023年度末 紙 倉庫1 総務部人事課給与第一係 廃棄

人事課 人事 人事関係の証明に関するもの 退職手当支給の有無　（令和2年度） 総務部人事課給与第一係 2020年度 2021年4月1日 3年 2023年度末 紙 倉庫1 総務部人事課給与第一係 廃棄

人事課 人事
手当関係で3年保存が必要で
あるもの

手当関係綴り　（令和2年度） 総務部人事課給与第一係 2020年度 2021年4月1日 3年 2023年度末 紙 倉庫1 総務部人事課給与第一係 廃棄

人事課 人事
給与係・発出文書等（通知）の
関係で無期限保存が必要であ
るもの

給与係・発出文書等（通知）　（令和2年度） 総務部人事課給与第一係 2020年度 2021年4月1日 無期限 紙 倉庫1 総務部人事課給与第一係 廃棄

人事課 人事
給与係・発出文書等（要項）の
関係で無期限保存が必要であ
るもの

給与係・発出文書等（要項）　（令和2年度） 総務部人事課給与第一係 2020年度 2021年4月1日 無期限 紙 倉庫1 総務部人事課給与第一係 廃棄

人事課 人事 人事関係の証明に関するもの 証明書発行願　（令和2年度） 総務部人事課給与第一係 2020年度 2021年4月1日 3年 2023年度末 紙 倉庫1 総務部人事課給与第一係 廃棄

人事課 人事
人件費予算の関係で5年保存
が必要であるもの

人件費予算　（令和2年度） 総務部人事課給与第一係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 総務部人事課給与第一係 廃棄

人事課 人事
退職金運営費交付金台帳関
係で10年保存が必要であるも
の

退職金運営費交付金台帳関係　（令和2年度） 総務部人事課給与第一係 2020年度 2021年4月1日 10年 2030年度末 紙 事務室 総務部人事課給与第一係 廃棄

人事課 人事
給与規則文科省届出関係で5
年保存が必要であるもの

給与規則文科省届出　（令和2年度） 総務部人事課給与第一係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 総務部人事課給与第一係 廃棄

人事課 人事
概算要求関係調書（特殊要因
経費）に係る関係資料で10年
保存が必要であるもの

概算要求関係調書（特殊要因経費）に係る関係資料
（令和3年度要求）

総務部人事課給与第一係 2020年度 2021年4月1日 10年 2030年度末 紙 倉庫1 総務部人事課給与第一係 廃棄

人事課 人事
給与所得者の扶養控除等（異
動）申告書等源泉徴収に関す
るもの

令和2年分　給与所得の源泉徴収票 総務部人事課給与第二係 2020年度 2021年2月1日 7年 2028年1月31日 電子データ 事務室 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事 住民税異動関係届 住民税異動関係　令和2年度 総務部人事課給与第二係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事
給与所得等に係る市民税・県
民税特別徴収税額の決定・変
更通知書

令和2年度　給与所得等に係る市民税・県民税特別徴収税額の決
定・変更通知書（特別徴収義務者用）

総務部人事課給与第二係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室金庫 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事
給与所得者の扶養控除等（異
動）申告書等源泉徴収に関す
るもの

令和2年　扶養控除申告書　学務部・財務施設部　総務部 総務部人事課給与第二係 2020年度 2021年1月11日 7年 2028年1月10日 紙 事務室 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事
給与所得者の扶養控除等（異
動）申告書等源泉徴収に関す
るもの

令和2年　扶養控除申告書　教育研究支援部・センター 総務部人事課給与第二係 2020年度 2021年1月11日 7年 2028年1月10日 紙 事務室 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事
給与所得者の扶養控除等（異
動）申告書等源泉徴収に関す
るもの

令和2年　扶養控除申告書　総合教育科学系・教職大学院 総務部人事課給与第二係 2020年度 2021年1月11日 7年 2028年1月10日 紙 事務室 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事
給与所得者の扶養控除等（異
動）申告書等源泉徴収に関す
るもの

令和2年　扶養控除申告書　人文社会科学系 総務部人事課給与第二係 2020年度 2021年1月11日 7年 2028年1月10日 紙 事務室 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事
給与所得者の扶養控除等（異
動）申告書等源泉徴収に関す
るもの

令和2年　扶養控除申告書　自然科学系 総務部人事課給与第二係 2020年度 2021年1月11日 7年 2028年1月10日 紙 事務室 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事
給与所得者の扶養控除等（異
動）申告書等源泉徴収に関す
るもの

令和2年　扶養控除申告書　芸術・スポーツ科学系 総務部人事課給与第二係 2020年度 2021年1月11日 7年 2028年1月10日 紙 事務室 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事
給与所得者の扶養控除等（異
動）申告書等源泉徴収に関す
るもの

令和2年　扶養控除申告書　小学校・幼稚園 総務部人事課給与第二係 2020年度 2021年1月11日 7年 2028年1月10日 紙 事務室 総務部人事課給与第二係 廃棄
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部局名 １）大分類 ２）中分類 ３）小分類（法人文書ファイル名） ４）作成・取得者
５）作成・取得年度
等

６）起算日 ７）保存期間
８）保存期間
    満了時期

９）媒体の種別 10）保存場所 11）管理担当課・係
12)保存期間満
了時の措置

備考

人事課 人事
給与所得者の扶養控除等（異
動）申告書等源泉徴収に関す
るもの

令和2年　扶養控除申告書　中学校・国際中等 総務部人事課給与第二係 2020年度 2021年1月11日 7年 2028年1月10日 紙 事務室 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事
給与所得者の扶養控除等（異
動）申告書等源泉徴収に関す
るもの

令和2年　扶養控除申告書　高校・特別支援 総務部人事課給与第二係 2020年度 2021年1月11日 7年 2028年1月10日 紙 事務室 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事
給与所得者の扶養控除等（異
動）申告書等源泉徴収に関す
るもの

令和2年　扶養控除申告書　非常勤職員・講師 総務部人事課給与第二係 2020年度 2021年1月11日 7年 2028年1月10日 紙 事務室 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事
給与所得者の扶養控除等（異
動）申告書等源泉徴収に関す
るもの

令和2年　扶養控除申告書　退職者 総務部人事課給与第二係 2020年度 2021年1月11日 7年 2028年1月10日 紙 事務室 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事
給与所得者の扶養控除等（異
動）申告書等源泉徴収に関す
るもの

令和2年　扶養控除申告書　前職合算分 総務部人事課給与第二係 2020年度 2021年1月11日 7年 2028年1月10日 紙 事務室 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事
給与所得者の扶養控除等（異
動）申告書等源泉徴収に関す
るもの

令和2年　保険料控除申告書　総務部 総務部人事課給与第二係 2020年度 2021年1月11日 7年 2028年1月10日 紙 事務室 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事
給与所得者の扶養控除等（異
動）申告書等源泉徴収に関す
るもの

令和2年　保険料控除申告書　学務部　財務・研究支援部 総務部人事課給与第二係 2020年度 2021年1月11日 7年 2028年1月10日 紙 事務室 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事
給与所得者の扶養控除等（異
動）申告書等源泉徴収に関す
るもの

令和2年　保険料控除申告書　総合　教職大学院 総務部人事課給与第二係 2020年度 2021年1月11日 7年 2028年1月10日 紙 事務室 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事
給与所得者の扶養控除等（異
動）申告書等源泉徴収に関す
るもの

令和2年　保険料控除申告書　自然 総務部人事課給与第二係 2020年度 2021年1月11日 7年 2028年1月10日 紙 事務室 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事
給与所得者の扶養控除等（異
動）申告書等源泉徴収に関す
るもの

令和2年　保険料控除申告書　芸スポ 総務部人事課給与第二係 2020年度 2021年1月11日 7年 2028年1月10日 紙 事務室 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事
給与所得者の扶養控除等（異
動）申告書等源泉徴収に関す
るもの

令和2年　保険料控除申告書　人文 総務部人事課給与第二係 2020年度 2021年1月11日 7年 2028年1月10日 紙 事務室 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事
給与所得者の扶養控除等（異
動）申告書等源泉徴収に関す
るもの

令和2年　保険料控除申告書　センター 総務部人事課給与第二係 2020年度 2021年1月11日 7年 2028年1月10日 紙 事務室 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事
給与所得者の扶養控除等（異
動）申告書等源泉徴収に関す
るもの

令和2年　保険料控除申告書　小学校・幼稚園 総務部人事課給与第二係 2020年度 2021年1月11日 7年 2028年1月10日 紙 事務室 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事
給与所得者の扶養控除等（異
動）申告書等源泉徴収に関す
るもの

令和2年　保険料控除申告書　中学校　特別支援 総務部人事課給与第二係 2020年度 2021年1月11日 7年 2028年1月10日 紙 事務室 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事
給与所得者の扶養控除等（異
動）申告書等源泉徴収に関す
るもの

令和2年　保険料控除申告書　国際中等　高校 総務部人事課給与第二係 2020年度 2021年1月11日 7年 2028年1月10日 紙 事務室 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事
給与所得者の扶養控除等（異
動）申告書等源泉徴収に関す
るもの

令和2年　保険料控除申告書　非常勤 総務部人事課給与第二係 2020年度 2021年1月11日 7年 2028年1月10日 紙 事務室 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事
給与所得者の扶養控除等（異
動）申告書等源泉徴収に関す
るもの

令和2年　基礎控除・配偶者控除・所得金額調整控除申告書　総
務部

総務部人事課給与第二係 2020年度 2021年1月11日 7年 2028年1月10日 紙 事務室 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事
給与所得者の扶養控除等（異
動）申告書等源泉徴収に関す
るもの

令和2年　基礎控除・配偶者控除・所得金額調整控除申告書　学
務部　財務・研究支援部

総務部人事課給与第二係 2020年度 2021年1月11日 7年 2028年1月10日 紙 事務室 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事
給与所得者の扶養控除等（異
動）申告書等源泉徴収に関す
るもの

令和2年　基礎控除・配偶者控除・所得金額調整控除申告書　総
合　教職大学院

総務部人事課給与第二係 2020年度 2021年1月11日 7年 2028年1月10日 紙 事務室 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事
給与所得者の扶養控除等（異
動）申告書等源泉徴収に関す
るもの

令和2年　基礎控除・配偶者控除・所得金額調整控除申告書　自
然

総務部人事課給与第二係 2020年度 2021年1月11日 7年 2028年1月10日 紙 事務室 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事
給与所得者の扶養控除等（異
動）申告書等源泉徴収に関す
るもの

令和2年　基礎控除・配偶者控除・所得金額調整控除申告書　芸
スポ

総務部人事課給与第二係 2020年度 2021年1月11日 7年 2028年1月10日 紙 事務室 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事
給与所得者の扶養控除等（異
動）申告書等源泉徴収に関す
るもの

令和2年　基礎控除・配偶者控除・所得金額調整控除申告書　人
文

総務部人事課給与第二係 2020年度 2021年1月11日 7年 2028年1月10日 紙 事務室 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事
給与所得者の扶養控除等（異
動）申告書等源泉徴収に関す
るもの

令和2年　基礎控除・配偶者控除・所得金額調整控除申告書　セン
ター

総務部人事課給与第二係 2020年度 2021年1月11日 7年 2028年1月10日 紙 事務室 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事
給与所得者の扶養控除等（異
動）申告書等源泉徴収に関す
るもの

令和2年　基礎控除・配偶者控除・所得金額調整控除申告書　小
学校・幼稚園

総務部人事課給与第二係 2020年度 2021年1月11日 7年 2028年1月10日 紙 事務室 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事
給与所得者の扶養控除等（異
動）申告書等源泉徴収に関す
るもの

令和2年　基礎控除・配偶者控除・所得金額調整控除申告書　中
学校　特別支援

総務部人事課給与第二係 2020年度 2021年1月11日 7年 2028年1月10日 紙 事務室 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事
給与所得者の扶養控除等（異
動）申告書等源泉徴収に関す
るもの

令和2年　基礎控除・配偶者控除・所得金額調整控除申告書　国
際中等　高校

総務部人事課給与第二係 2020年度 2021年1月11日 7年 2028年1月10日 紙 事務室 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事
給与所得者の扶養控除等（異
動）申告書等源泉徴収に関す
るもの

令和2年　基礎控除・配偶者控除・所得金額調整控除申告書　非
常勤

総務部人事課給与第二係 2020年度 2021年1月11日 7年 2028年1月10日 紙 事務室 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事 勤務時間報告書 令和2年度　常勤　勤務時間報告書　4月～9月 総務部人事課給与第二係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事 勤務時間報告書 令和2年度　常勤　勤務時間報告書　10月～3月 総務部人事課給与第二係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事 勤務時間報告書 令和2年度　非常勤　勤務時間報告書1 総務部人事課給与第二係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事 勤務時間報告書 令和2年度　非常勤　勤務時間報告書2 総務部人事課給与第二係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事 職員別給与簿 令和2年分　職員別給与簿 総務部人事課給与第二係 2020年 2021年1月1日 5年 2025年度末 電子データ 事務室 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事 給与支給明細書 令和2年度　給与支給明細書 総務部人事課給与第二係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 電子データ 事務室 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事 退職手当に関するもの 退職手当　令和2年度　退職手当・年金等説明会資料 総務部人事課給与第二係 2020年度 2021年4月1日 退職後5年 2025年度末 紙 事務室 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事 給与証明・源泉徴収票申請書 令和2年度　給与証明・源泉徴収票申請書 総務部人事課給与第二係 2020年度 2021年4月1日 3年 2023年度末 紙 事務室 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事
給与所得者の扶養控除等（異
動）申告書等源泉徴収に関す
るもの

年末調整関係　令和2年度 総務部人事課給与第二係 2020年度 2021年2月1日 7年 2028年1月31日 紙 事務室 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 管理・運営 各種統計調査に関するもの 令和2年度　調査・照会事項 総務部人事課給与第二係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事
給与の追給・戻入に関するも
の

令和2年度　追給・戻入 総務部人事課給与第二係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事
個人型確定拠出年金掛金払
込事前通知書

令和2年度　個人型確定拠出年金掛金関係通知書 総務部人事課給与第二係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事
給与・負担金の払込に関する
もの

2　給与・負担金等払込　4月～9月 総務部人事課給与第二係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事
給与・負担金の払込に関する
もの

2　給与・負担金等払込　10月～3月 総務部人事課給与第二係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事
組合員転入届／継続長期組
合員資格取得届

令和2年度　組合員転入届／継続長期組合員資格取得届 総務部人事課給与第二係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事 給与の口座振込申出書 令和2年度　非常勤給与口座 総務部人事課給与第二係 2020年度 未定
口座振込によらな
くなった後5年

未定 紙 事務室 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事 給与の口座振込申出書 令和2年度給与口座届出（常勤） 総務部人事課給与第二係 2020年度 未定
口座振込によらな
くなった後5年

未定 紙 事務室 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事
（雇用保険）育児休業給付金
に関するもの

令和２年度雇用保険育児休業給付 総務部人事課職員係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事
（雇用保険）高年齢雇用継続
給付金に関するもの

令和２年度高年齢雇用継続給付 総務部人事課職員係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事
（雇用保険）六十歳到達賃金
登録に関するもの

令和２年度六十歳到達賃金登録 総務部人事課職員係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事
（雇用保険）高年齢雇用継続
給付金に関するもの

令和２年度雇用保険　記載内容に関する確認書　申請等に関する
同意書

総務部人事課職員係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事
非常勤職員の雇用保険に関
するもの

令和２年度雇用保険　非常勤　資格取得　氏名変更届 総務部人事課職員係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事
非常勤職員の雇用保険に関
するもの

令和２年度雇用保険　非常勤　資格喪失 総務部人事課職員係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事
常勤職員の雇用保険に関する
もの

令和２年度雇用保険　常勤　資格取得　氏名変更届 総務部人事課職員係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事
常勤職員の雇用保険に関する
もの

令和２年度雇用保険　常勤　資格喪失 総務部人事課職員係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事
非常勤職員の社会保険に関
するもの

令和２年度社会保険　資格取得 総務部人事課職員係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事
非常勤職員の社会保険に関
するもの

令和２年度社会保険　資格喪失 総務部人事課職員係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事
共済組合長期給付に関するも
ので特に重要なもの

令和２年度年金関係 総務部人事課職員係 2020年度 2021年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事 公務災害に関するもの 令和２年度公務災害 総務部人事課職員係 2020年度 未定 完結から3年 未定 紙 事務室 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事
労働保険料の関係で5年保存
が必要であるもの

労働保険料の申告書（令和２年度） 総務部人事課職員係 2020年度 2021年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事 職員健康診断に関するもの 令和２年度　「生活習慣病予防健診」「特定健康診査受診券」 総務部人事課職員係 2020年度 2021年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事
（社会保険）算定基礎届に関
するもの

【社会保険】算定基礎届　令和２年度 総務部人事課職員係 2020年度 2021年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事
育児休業・介護休業に関する
もの

育児・介護休業承認請求書（令和２年度） 総務部人事課職員係 2020年度 未定
育児休業・介護休
業終了後3年

未定 紙 事務室 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事 兼業に関するもの 令和２年度　31兼業① 総務部人事課職員係 2020年度 未定 兼業終了後3年 未定 紙 事務室 総務部人事課職員係 廃棄
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了時の措置

備考

人事課 人事 兼業に関するもの 令和２年度　31兼業② 総務部人事課職員係 2020年度 未定 兼業終了後3年 未定 紙 事務室 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事 兼業に関するもの 令和２年度　31兼業③ 総務部人事課職員係 2020年度 未定 兼業終了後3年 未定 紙 事務室 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事 兼業に関するもの 令和２年度　31兼業④ 総務部人事課職員係 2020年度 未定 兼業終了後3年 未定 紙 事務室 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事
学長・理事・事務職員の兼業
に関するもの

令和２年度　学長・理事・事務兼業 総務部人事課職員係 2020年度 未定 兼業終了後3年 未定 紙 事務室 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事 兼業に関するもの 兼業台帳（令和２年度） 総務部人事課職員係 2020年度 未定 兼業終了後3年 未定
電子:共有サー
バー内

事務室 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事 処分に関すること 処分関係（令和２年度） 総務部人事課副課長 2020年度 2021年4月1日 30年 2050年度末 紙 事務室 総務部人事課副課長 廃棄

人事課 人事 財形貯蓄に関するもの 財形預入控除明細書（令和２年度） 総務部人事課職員係 2020年度 未定 退職後5年 未定 紙 事務室 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事 財形貯蓄に関するもの 令和２年度金融機関等からの残高報告書 総務部人事課職員係 2020年度 未定 退職後5年 未定 紙 事務室 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事
財形貯蓄に関するものであっ
て，5年保存が必要であるもの

令和２年度財産形成貯蓄等実施状況調査 総務部人事課職員係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事
指導区分及び事後措置決定
に関するもので重要なもの

指導区分及び事後措置決定通知（令和２年度） 総務部人事課職員係 2020年度 2021年4月1日 10年 2030年度末 紙 事務室 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事 労働災害に関するもの 令和２年度労災関係綴 総務部人事課職員係 2020年度 未定 完結から3年 未定 紙 事務室 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事 公務災害に関するもの 令和２年度公務災害 総務部人事課職員係 2020年度 未定 完結から3年 未定 紙 事務室 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事 安全衛生委員会に関するもの 安全衛生委員会（令和２年度） 総務部人事課職員係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事 作業環境測定に関するもの 作業環境測定関係（令和２年度） 総務部人事課職員係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事
産業医および衛生管理者の
指名に関するもの

産業医・衛生管理者等指名文書（令和２年度） 総務部人事課職員係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事 職員健康診断に関するもの 健康診断関係（R2年度） 総務部人事課職員係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事 研修に関するもの 令和２年度　研修 総務部人事課職員係 2020年度 2021年4月1日 3年 2023年度末 紙 事務室 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事 研修に関するもの 令和２年度　新規採用事務職員研修（令和２年度） 総務部人事課職員係 2020年度 2021年4月1日 3年 2023年度末 紙 事務室 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事 研修に関するもの 令和２年度　新規採用職員研修会 総務部人事課職員係 2020年度 2021年4月1日 3年 2023年度末 紙 事務室 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事 労使協定に関するもの 労使協定届（令和2年度） 総務部人事課職員係 2020年度 2021年4月1日 30年 2050年度末 紙 事務室 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事
過半数代表者選出選挙に関
するもの

過半数代表者選出関係　R2.2～ 総務部人事課職員係 2020年度 2021年4月1日 10年 2030年度末 紙 事務室 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事
男女共同参画推進本部に関
するものであって，30年保存
が必要であるもの

令和２年度男女共同参画関係 総務部人事課職員係 2020年度 2021年4月1日 30年 2050年度末 紙 事務室 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事 各種調査に関するもの 令和２年度　雑件・調査物 総務部人事課職員係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事 ストレスチェックに関するもの 令和２年度　ストレスチェック 総務部人事課職員係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事
新型コロナウイルス対策に関
するもので，10年保存が必要
であるの

新型コロナウイルス対策関係 総務部人事課職員係 2020年度 2021年4月1日 10年 2030年度末 紙 事務室 総務部人事課職員係 移管 歴史的緊急事態関連

人事課 人事
人事評価制度に関するもので
あって，3年保存が必要である
もの

令和２年度人事評価制度導入準備 総務部人事課職員係 2020年度 2021年4月1日 3年 2023年度末 紙 事務室 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事 採用等発令に関するもの 大学教員発令綴（令和3年度） 総務部人事課人事係 2021年度 2022年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事 採用等発令に関するもの 附属教員発令綴（令和3年度） 総務部人事課人事係 2021年度 2022年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事 採用等発令に関するもの 事務職員発令綴（令和3年度） 総務部人事課人事係 2021年度 2022年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
連合学校教育学研究科発令
の関係で無期限保存が必要
であるもの

連合学校教育学研究科発令等（令和3年度） 総務部人事課人事係 2021年度 2022年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事 採用等開設申請に関するもの 開設申請台帳（令和3年度） 総務部人事課人事係 2021年度 2022年4月1日 無期限
電子:共有サー
バー内

事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事 採用等開設申請に関するもの 大学院担当開設申請台帳（令和3年度） 総務部人事課人事係 2021年度 2022年4月1日 無期限
電子:共有サー
バー内

事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事 採用等開設申請に関するもの 戦略的配置教員開設申請台帳（令和3年度） 総務部人事課人事係 2021年度 2022年4月1日 無期限
電子:共有サー
バー内

事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事 採用等開設申請に関するもの 教職大学院開設申請台帳（令和3年度） 総務部人事課人事係 2021年度 2022年4月1日 無期限
電子:共有サー
バー内

事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

令和3年度非常勤職員勤務時間記録簿 総務部人事課人事係 2021年度 2022年4月1日 無期限 紙 倉庫1 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
定員現員表の関係で無期限
保存が必要であるもの

定員現員表（令和3年度） 総務部人事課人事係 2021年度 2022年4月1日 無期限
電子:共有サー
バー内

事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
任免の関係で無期限保存が
必要であるもの

任免台帳（令和3年度） 総務部人事課人事係 2021年度 2022年4月1日 無期限
電子:共有サー
バー内

事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
就業規則の関係で無期限保
存が必要であるもの

就業規則関係資料（令和3年度） 総務部人事課人事係 2021年度 2022年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
無期労働契約転換の関係で
無期限保存が必要であるもの

無期労働契約転換 総務部人事課人事係 2021年度 2022年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
名誉教授の称号授与に関する
もの

令和3年度名誉教授 総務部人事課人事係 2021年度 2022年4月1日 30年 2051年度末 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
栄典の関係で30年保存が必
要であるもの

栄典関係（令和3年度） 総務部人事課人事係 2021年度 2022年4月1日 30年 2051年度末 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
教員人事会議の関係で30年
保存が必要であるもの

令和3年度教員人事会議 総務部人事課人事係 2021年度 2022年4月1日 30年 2051年度末 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
教員人事会議の関係で30年
保存が必要であるもの

令和3年度教員人事会議関係提出書類 総務部人事課人事係 2021年度 2022年4月1日 30年 2051年度末 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 管理・運営
規程・要項の関係で30年保存
が必要であるもの

規程・要項（令和3年度） 総務部人事課人事係 2021年度 2022年4月1日 30年 2051年度末 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
戦略的配置教員の関係で30
年保存が必要であるもの

戦略的配置教員関係（令和3年度） 総務部人事課人事係 2021年度 2022年4月1日 30年 2051年度末 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
クロスアポイントメント制度の
関係で30年保存が必要である
もの

クロスアポイントメント制度　申請・承認（令和3年度） 総務部人事課人事係 2021年度 2022年4月1日 30年 2051年度末 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事 栄典・表彰に関するもの 令和3年度永年勤続 総務部人事課人事係 2021年度 2022年4月1日 10年 2031年度末 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事 栄典・表彰に関するもの 令和3年度その他表彰 総務部人事課人事係 2021年度 2022年4月1日 10年 2031年度末 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
早期退職の関係で10年保存
が必要であるもの

早期退職（令和3年度） 総務部人事課人事係 2021年度 2022年4月1日 10年 2031年度末 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
中期目標・中期計画の関係で
10年保存が必要であるもの

中期目標・中期計画関係資料（令和3年度） 総務部人事課人事係 2021年度 2022年4月1日 10年 2031年度末 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
外国人教師の雇用に関するも
の

外国人関係（外国人教師、招聘等）（令和3年度） 総務部人事課人事係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
割愛の関係で5年保存が必要
であるもの

割愛（令和3年度） 総務部人事課人事係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
出向に関する覚書の関係で5
年保存が必要であるもの

出向に関する覚書（令和3年度） 総務部人事課人事係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
在外教育施設派遣教員の関
係で5年保存が必要であるも
の

在外教育施設派遣教員関係（令和3年度） 総務部人事課人事係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 管理・運営 各種統計調査に関するもの 令和3年度調査・統計（学内）1 総務部人事課人事係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 管理・運営 各種統計調査に関するもの 令和3年度調査・統計（学内）2 総務部人事課人事係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 管理・運営 各種統計調査に関するもの 令和3年度調査・統計（学内）3 総務部人事課人事係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 管理・運営 各種統計調査に関するもの 令和3年度調査・統計（学外）1 総務部人事課人事係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 管理・運営 各種統計調査に関するもの 令和3年度調査・統計（学外）2 総務部人事課人事係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
職員採用試験の関係で5年保
存が必要であるもの

令和3年度職員採用試験関係 総務部人事課人事係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
職員採用試験の関係で5年保
存が必要であるもの

令和3年度職員採用面接試験 総務部人事課人事係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄
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部局名 １）大分類 ２）中分類 ３）小分類（法人文書ファイル名） ４）作成・取得者
５）作成・取得年度
等

６）起算日 ７）保存期間
８）保存期間
    満了時期

９）媒体の種別 10）保存場所 11）管理担当課・係
12)保存期間満
了時の措置

備考

人事課 会計 物品購入依頼書 令和3年度物品購入依頼書 総務部人事課人事係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 会計 旅行命令簿 令和3年度旅行命令 総務部人事課人事係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 会計
用務外出の関係で5年保存が
必要であるもの

令和3年度用務外出 総務部人事課人事係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 会計
予算要求書の関係で3年保存
が必要であるもの

令和3年度各種予算要求書 総務部人事課人事係 2021年度 2022年4月1日 3年 2024年度末 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
身上調書の関係で3年保存が
必要であるもの

令和3年度身上調書 総務部人事課人事係 2021年度 2022年4月1日 3年 2024年度末 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
非常勤講師委嘱の関係で3年
保存が必要であるもの

令和3年度非常勤講師委嘱依頼 総務部人事課人事係 2021年度 2022年4月1日 3年 2024年度末 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事 採用等に関するもの（非常勤） 令和3年度自然科学系　非常勤講師発令 総務部人事課人事係 2021年度 2022年4月1日 3年 2024年度末 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事 採用等に関するもの（非常勤） 令和3年度センター　非常勤講師発令 総務部人事課人事係 2021年度 2022年4月1日 3年 2024年度末 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事 採用等に関するもの（非常勤） 令和3年度人文社会科学系　非常勤講師発令 総務部人事課人事係 2021年度 2022年4月1日 3年  2024年度末 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事 採用等に関するもの（非常勤） 令和3年度総合教育科学系　非常勤講師発令 総務部人事課人事係 2021年度 2022年4月1日 3年 2024年度末 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事 採用等に関するもの（非常勤） 令和3年度芸術・スポーツ科学系　非常勤講師発令 総務部人事課人事係 2021年度 2022年4月1日 3年  2024年度末 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事 採用等に関するもの（非常勤） 令和3年度附属学校　非常勤講師発令 総務部人事課人事係 2021年度 2022年4月1日 3年 2024年度末 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事 採用等に関するもの（非常勤） 令和3年度補佐員　大学1 総務部人事課人事係 2021年度 2022年4月1日 3年 2024年度末 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事 採用等に関するもの（非常勤） 令和3年度補佐員　大学2 総務部人事課人事係 2021年度 2022年4月1日 3年 2024年度末 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事 採用等に関するもの（非常勤） 令和3年度補佐員　附属学校課 総務部人事課人事係 2021年度 2022年4月1日 3年 2024年度末 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事 採用等に関するもの（非常勤） 令和3年度TA1 総務部人事課人事係 2021年度 2022年4月1日 3年 2024年度末 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事 採用等に関するもの（非常勤） 令和3年度TA2 総務部人事課人事係 2021年度 2022年4月1日 3年 2024年度末 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事 採用等に関するもの（非常勤） 令和3年度RA 総務部人事課人事係 2021年度 2022年4月1日 3年 2024年度末 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事 採用等に関するもの（非常勤） 令和3年度非常勤職員任期満了 総務部人事課人事係 2021年度 2022年4月1日 3年 2024年度末 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事 採用等に関するもの（非常勤） 令和3年度非常勤職員雇用延長 総務部人事課人事係 2021年度 2022年4月1日 3年 2024年度末 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事 採用等に関するもの（非常勤） 令和3年度継続雇用非常勤職員・講師 総務部人事課人事係 2021年度 2022年4月1日 3年 2024年度末 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
客員教授の関係で3年保存が
必要であるもの

令和3年度客員教授発令 総務部人事課人事係 2021年度 2022年4月1日 3年 2024年度末 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
特任教員の関係で3年保存が
必要であるもの

令和3年度特任教員 総務部人事課人事係 2021年度 2022年4月1日 3年 2024年度末 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
特命教授の関係で3年保存が
必要であるもの

令和3年度特命教授等 総務部人事課人事係 2021年度 2022年4月1日 3年 2024年度末 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事 人事関係の証明に関するもの 令和3年度在職証明書等発行願1 総務部人事課人事係 2021年度 2022年4月1日 3年 2024年度末 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事 人事関係の証明に関するもの 令和3年度在職証明書等発行願2 総務部人事課人事係 2021年度 2022年4月1日 3年 2024年度末 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事 人事関係の証明に関するもの 令和3年度在職証明書等発行願3 総務部人事課人事係 2021年度 2022年4月1日 3年 2024年度末 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事 人事関係の証明に関するもの 令和3年度在職証明書等発行願4 総務部人事課人事係 2021年度 2022年4月1日 3年 2024年度末 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 管理・運営
防災訓練の関係で3年保存が
必要であるもの

防災訓練（令和3年度） 総務部人事課人事係 2021年度 2022年4月1日 3年 2024年度末 紙 事務室 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事 人事記録及び附属書類 人事記録及び附属書類（常勤職員）（令和3年度） 総務部人事課人事係 2021年度 2022年4月1日 無期限 紙 倉庫1 総務部人事課人事係 廃棄

人事課 人事
給与・負担金の払込に関する
もの

3　給与・負担金等払込　4月～9月 総務部人事課給与第二係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事
給与・負担金の払込に関する
もの

3　給与・負担金等払込　10月～3月 総務部人事課給与第二係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事 住民税異動関係届 住民税異動関係　令和3年度 総務部人事課給与第二係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事 退職手当に関するもの 退職手当　令和3年度　退職手当・年金等説明会資料 総務部人事課給与第二係 2021年度 2022年4月1日 退職後5年 2026年度末 紙 事務室 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事
給与所得者の扶養控除等（異
動）申告書等源泉徴収に関す
るもの

年末調整関係　令和3年度 総務部人事課給与第二係 2021年度 2022年2月1日 7年 2029年1月31日 紙 事務室 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事
給与所得者の扶養控除等（異
動）申告書等源泉徴収に関す
るもの

令和3年分　給与所得の源泉徴収票 総務部人事課給与第二係 2021年度 2022年2月1日 7年 2029年1月31日 電子データ 事務室 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事
給与所得等に係る市民税・県
民税特別徴収税額の決定・変
更通知書

令和3年度　給与所得等に係る市民税・県民税特別徴収税額の決
定・変更通知書（特別徴収義務者用）

総務部人事課給与第二係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室金庫 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事
給与所得者の扶養控除等（異
動）申告書等源泉徴収に関す
るもの

令和3年　扶養控除申告書 総務部人事課給与第二係 2021年度 2022年1月11日 7年 2029年1月10日 電子データ 事務室 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事
給与所得者の扶養控除等（異
動）申告書等源泉徴収に関す
るもの

令和3年　扶養控除申告書　学務部・財務施設部　総務部 総務部人事課給与第二係 2021年度 2022年1月11日 7年 2029年1月10日 紙 事務室 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事
給与所得者の扶養控除等（異
動）申告書等源泉徴収に関す
るもの

令和3年　扶養控除申告書　教育研究支援部・センター 総務部人事課給与第二係 2021年度 2022年1月11日 7年 2029年1月10日 紙 事務室 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事
給与所得者の扶養控除等（異
動）申告書等源泉徴収に関す
るもの

令和3年　扶養控除申告書　総合教育科学系・教職大学院 総務部人事課給与第二係 2021年度 2022年1月11日 7年 2029年1月10日 紙 事務室 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事
給与所得者の扶養控除等（異
動）申告書等源泉徴収に関す
るもの

令和3年　扶養控除申告書　人文社会科学系 総務部人事課給与第二係 2021年度 2022年1月11日 7年 2029年1月10日 紙 事務室 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事
給与所得者の扶養控除等（異
動）申告書等源泉徴収に関す
るもの

令和3年　扶養控除申告書　自然科学系 総務部人事課給与第二係 2021年度 2022年1月11日 7年 2029年1月10日 紙 事務室 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事
給与所得者の扶養控除等（異
動）申告書等源泉徴収に関す
るもの

令和3年　扶養控除申告書　芸術・スポーツ科学系 総務部人事課給与第二係 2021年度 2022年1月11日 7年 2029年1月10日 紙 事務室 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事
給与所得者の扶養控除等（異
動）申告書等源泉徴収に関す
るもの

令和3年　扶養控除申告書　小学校・幼稚園 総務部人事課給与第二係 2021年度 2022年1月11日 7年 2029年1月10日 紙 事務室 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事
給与所得者の扶養控除等（異
動）申告書等源泉徴収に関す
るもの

令和3年　扶養控除申告書　中学校・国際中等 総務部人事課給与第二係 2021年度 2022年1月11日 7年 2029年1月10日 紙 事務室 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事
給与所得者の扶養控除等（異
動）申告書等源泉徴収に関す
るもの

令和3年　扶養控除申告書　高校・特別支援 総務部人事課給与第二係 2021年度 2022年1月11日 7年 2029年1月10日 紙 事務室 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事
給与所得者の扶養控除等（異
動）申告書等源泉徴収に関す
るもの

令和3年　扶養控除申告書　非常勤職員・講師 総務部人事課給与第二係 2021年度 2022年1月11日 7年 2029年1月10日 紙 事務室 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事
給与所得者の扶養控除等（異
動）申告書等源泉徴収に関す
るもの

令和3年　扶養控除申告書　退職者 総務部人事課給与第二係 2021年度 2022年1月11日 7年 2029年1月10日 紙 事務室 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事
給与所得者の扶養控除等（異
動）申告書等源泉徴収に関す
るもの

令和3年　扶養控除申告書　前職合算分 総務部人事課給与第二係 2021年度 2022年1月11日 7年 2029年1月10日 紙 事務室 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事
給与所得者の扶養控除等（異
動）申告書等源泉徴収に関す
るもの

令和3年　保険料控除申告書 総務部人事課給与第二係 2021年度 2022年1月11日 7年 2029年1月10日 電子データ 事務室 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事
給与所得者の扶養控除等（異
動）申告書等源泉徴収に関す
るもの

令和3年　保険料控除申告書　総務部 総務部人事課給与第二係 2021年度 2022年1月11日 7年 2029年1月10日 紙 事務室 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事
給与所得者の扶養控除等（異
動）申告書等源泉徴収に関す
るもの

令和3年　保険料控除申告書　学務部　財務・研究支援部 総務部人事課給与第二係 2021年度 2022年1月11日 7年 2029年1月10日 紙 事務室 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事
給与所得者の扶養控除等（異
動）申告書等源泉徴収に関す
るもの

令和3年　保険料控除申告書　総合　教職大学院 総務部人事課給与第二係 2021年度 2022年1月11日 7年 2029年1月10日 紙 事務室 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事
給与所得者の扶養控除等（異
動）申告書等源泉徴収に関す
るもの

令和3年　保険料控除申告書　自然 総務部人事課給与第二係 2021年度 2022年1月11日 7年 2029年1月10日 紙 事務室 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事
給与所得者の扶養控除等（異
動）申告書等源泉徴収に関す
るもの

令和3年　保険料控除申告書　芸スポ 総務部人事課給与第二係 2021年度 2022年1月11日 7年 2029年1月10日 紙 事務室 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事
給与所得者の扶養控除等（異
動）申告書等源泉徴収に関す
るもの

令和3年　保険料控除申告書　人文 総務部人事課給与第二係 2021年度 2022年1月11日 7年 2029年1月10日 紙 事務室 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事
給与所得者の扶養控除等（異
動）申告書等源泉徴収に関す
るもの

令和3年　保険料控除申告書　センター 総務部人事課給与第二係 2021年度 2022年1月11日 7年 2029年1月10日 紙 事務室 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事
給与所得者の扶養控除等（異
動）申告書等源泉徴収に関す
るもの

令和3年　保険料控除申告書　小学校・幼稚園 総務部人事課給与第二係 2021年度 2022年1月11日 7年 2029年1月10日 紙 事務室 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事
給与所得者の扶養控除等（異
動）申告書等源泉徴収に関す
るもの

令和3年　保険料控除申告書　中学校　特別支援 総務部人事課給与第二係 2021年度 2022年1月11日 7年 2029年1月10日 紙 事務室 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事
給与所得者の扶養控除等（異
動）申告書等源泉徴収に関す
るもの

令和3年　保険料控除申告書　国際中等　高校 総務部人事課給与第二係 2021年度 2022年1月11日 7年 2029年1月10日 紙 事務室 総務部人事課給与第二係 廃棄

85/190



法人文書ファイル管理簿データ（全学）

部局名 １）大分類 ２）中分類 ３）小分類（法人文書ファイル名） ４）作成・取得者
５）作成・取得年度
等

６）起算日 ７）保存期間
８）保存期間
    満了時期

９）媒体の種別 10）保存場所 11）管理担当課・係
12)保存期間満
了時の措置

備考

人事課 人事
給与所得者の扶養控除等（異
動）申告書等源泉徴収に関す
るもの

令和3年　保険料控除申告書　非常勤 総務部人事課給与第二係 2021年度 2022年1月11日 7年 2029年1月10日 紙 事務室 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事
給与所得者の扶養控除等（異
動）申告書等源泉徴収に関す
るもの

令和3年　基礎控除・配偶者控除・所得金額調整控除申告書 総務部人事課給与第二係 2021年度 2022年1月11日 7年 2029年1月10日 電子データ 事務室 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事
給与所得者の扶養控除等（異
動）申告書等源泉徴収に関す
るもの

令和3年　基礎控除・配偶者控除・所得金額調整控除申告書　総
務部

総務部人事課給与第二係 2021年度 2022年1月11日 7年 2029年1月10日 紙 事務室 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事
給与所得者の扶養控除等（異
動）申告書等源泉徴収に関す
るもの

令和3年　基礎控除・配偶者控除・所得金額調整控除申告書　学
務部　財務・研究支援部

総務部人事課給与第二係 2021年度 2022年1月11日 7年 2029年1月10日 紙 事務室 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事
給与所得者の扶養控除等（異
動）申告書等源泉徴収に関す
るもの

令和3年　基礎控除・配偶者控除・所得金額調整控除申告書　総
合　教職大学院

総務部人事課給与第二係 2021年度 2022年1月11日 7年 2029年1月10日 紙 事務室 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事
給与所得者の扶養控除等（異
動）申告書等源泉徴収に関す
るもの

令和3年　基礎控除・配偶者控除・所得金額調整控除申告書　自
然

総務部人事課給与第二係 2021年度 2022年1月11日 7年 2029年1月10日 紙 事務室 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事
給与所得者の扶養控除等（異
動）申告書等源泉徴収に関す
るもの

令和3年　基礎控除・配偶者控除・所得金額調整控除申告書　芸
スポ

総務部人事課給与第二係 2021年度 2022年1月11日 7年 2029年1月10日 紙 事務室 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事
給与所得者の扶養控除等（異
動）申告書等源泉徴収に関す
るもの

令和3年　基礎控除・配偶者控除・所得金額調整控除申告書　人
文

総務部人事課給与第二係 2021年度 2022年1月11日 7年 2029年1月10日 紙 事務室 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事
給与所得者の扶養控除等（異
動）申告書等源泉徴収に関す
るもの

令和3年　基礎控除・配偶者控除・所得金額調整控除申告書　セン
ター

総務部人事課給与第二係 2021年度 2022年1月11日 7年 2029年1月10日 紙 事務室 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事
給与所得者の扶養控除等（異
動）申告書等源泉徴収に関す
るもの

令和3年　基礎控除・配偶者控除・所得金額調整控除申告書　小
学校・幼稚園

総務部人事課給与第二係 2021年度 2022年1月11日 7年 2029年1月10日 紙 事務室 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事
給与所得者の扶養控除等（異
動）申告書等源泉徴収に関す
るもの

令和3年　基礎控除・配偶者控除・所得金額調整控除申告書　中
学校　特別支援

総務部人事課給与第二係 2021年度 2022年1月11日 7年 2029年1月10日 紙 事務室 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事
給与所得者の扶養控除等（異
動）申告書等源泉徴収に関す
るもの

令和3年　基礎控除・配偶者控除・所得金額調整控除申告書　国
際中等　高校

総務部人事課給与第二係 2021年度 2022年1月11日 7年 2029年1月10日 紙 事務室 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事
給与所得者の扶養控除等（異
動）申告書等源泉徴収に関す
るもの

令和3年　基礎控除・配偶者控除・所得金額調整控除申告書　非
常勤

総務部人事課給与第二係 2021年度 2022年1月11日 7年 2029年1月10日 紙 事務室 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事 勤務時間報告書 令和3年度　常勤　勤務時間報告書　4月～9月 総務部人事課給与第二係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事 勤務時間報告書 令和3年度　常勤　勤務時間報告書　10月～3月 総務部人事課給与第二係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事 勤務時間報告書 令和3年度　非常勤　勤務時間報告書1 総務部人事課給与第二係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事 勤務時間報告書 令和3年度　非常勤　勤務時間報告書2 総務部人事課給与第二係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事 職員別給与簿 令和3年分　職員別給与簿 総務部人事課給与第二係 2021年 2022年1月1日 5年 2026年度末 電子データ 事務室 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事 給与支給明細書 令和3年度　給与支給明細書 総務部人事課給与第二係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 電子データ 事務室 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事 給与証明・源泉徴収票申請書 令和3年度　給与証明・源泉徴収票申請書 総務部人事課給与第二係 2021年度 2022年4月1日 3年 2026年度末 紙 事務室 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 管理・運営 各種統計調査に関するもの 令和3年度　調査・照会事項 総務部人事課給与第二係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事
給与の追給・戻入に関するも
の

令和3年度　追給・戻入 総務部人事課給与第二係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事
個人型確定拠出年金掛金払
込事前通知書

令和3年度　個人型確定拠出年金掛金関係通知書 総務部人事課給与第二係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事
組合員転入届／継続長期組
合員資格取得届

令和3年度　組合員転入届／継続長期組合員資格取得届 総務部人事課給与第二係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事 給与の口座振込申出書 令和3年度　非常勤給与口座 総務部人事課給与第二係 2021年度 未定
口座振込によらな
くなった後5年

未定 紙 事務室 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事 給与の口座振込申出書 令和3年度給与口座届出（常勤） 総務部人事課給与第二係 2021年度 未定
口座振込によらな
くなった後5年

未定 紙 事務室 総務部人事課給与第二係 廃棄

人事課 人事 住居手当に関するもの 住居手当（令和3年度） 総務部人事課給与第一係 2021年度 未定
支給要件喪失後5
年

未定 紙 倉庫1 総務部人事課給与第一係 廃棄

人事課 人事 初任給調整手当に関するもの 初任給調整手当（令和3年度） 総務部人事課給与第一係 2021年度 未定
支給しなくなった
日から5年

未定 紙 倉庫1 総務部人事課給与第一係 廃棄

人事課 人事 単身赴任手当に関するもの 単身赴任手当関係（令和3年度） 総務部人事課給与第一係 2021年度 未定
支給要件喪失後5
年

未定 紙 事務室 総務部人事課給与第一係 廃棄

人事課 人事 通勤手当に関するもの 通勤手当関係（令和3年度） 総務部人事課給与第一係 2021年度 未定
支給要件喪失後5
年

未定 紙 倉庫1 総務部人事課給与第一係 廃棄

人事課 人事 扶養手当に関するもの 扶養手当関係（令和3年度） 総務部人事課給与第一係 2021年度 未定
支給要件喪失後5
年

未定 紙 倉庫1 総務部人事課給与第一係 廃棄

人事課 人事 復職時調整に関するもの 復職時の調整等発令綴（令和3年度） 総務部人事課給与第一係 2021年度 2022年4月1日 10年 2031年度末 紙 倉庫1 総務部人事課給与第一係 廃棄

人事課 管理・運営 各種統計調査に関するもの
国立大学法人等の役職員の給与水準の公表について（令和3年
度）

総務部人事課給与第一係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 倉庫1 総務部人事課給与第一係 廃棄

人事課 人事
期末・勤勉手当の関係で5年
保存が必要であるもの

令和3年度期末・勤勉 総務部人事課給与第一係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 倉庫1 総務部人事課給与第一係 廃棄

人事課 人事 昇格に関するもの 令和3年度昇格 総務部人事課給与第一係 2021年度 2022年4月1日 10年 2031年度末 紙 倉庫1 総務部人事課給与第一係 廃棄

人事課 人事 退職手当に関するもの 令和3年度退職手当 総務部人事課給与第一係 2021年度 2022年4月1日

支給制限その他
の支給に関する
処分を行うことが
できる期間又は５

2026年度末 紙 倉庫1 総務部人事課給与第一係 廃棄

人事課 人事 昇給に関するもの 令和3年度昇給 総務部人事課給与第一係 2021年度 2022年4月1日 10年 2031年度末 紙 倉庫1 総務部人事課給与第一係 廃棄

人事課 人事
大学院調整額の関係で5年保
存が必要であるもの

大学院調整額（令和3年度） 総務部人事課給与第一係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 倉庫1 総務部人事課給与第一係 廃棄

人事課 人事
給与算定の関係で10年保存
が必要であるもの

給与算定（令和3年度） 総務部人事課給与第一係 2021年度 2022年4月1日 10年 2031年度末 紙 倉庫1 総務部人事課給与第一係 廃棄

人事課 人事
現況確認の関係で3年保存が
必要であるもの

令和3年度　現況確認書 総務部人事課給与第一係 2021年度 2022年4月1日 3年 2024年度末 紙 倉庫1 総務部人事課給与第一係 廃棄

人事課 人事
現況確認の関係で3年保存が
必要であるもの

扶養手当・単身赴任手当現況確認（令和3年度） 総務部人事課給与第一係 2021年度 2022年4月1日 3年 2024年度末 紙 倉庫1 総務部人事課給与第一係 廃棄

人事課 人事
文部科学省（事務連絡・照会
等）の関係で3年保存が必要
であるもの

文部科学省（事務連絡・照会等）　（令和3年度） 総務部人事課給与第一係 2021年度 2022年4月1日 3年 2024年度末 紙 倉庫1 総務部人事課給与第一係 廃棄

人事課 人事
他機関（照会・回答等）の関係
で3年保存が必要であるもの

他機関（照会・回答等）　（令和3年度） 総務部人事課給与第一係 2021年度 2022年4月1日 3年 2024年度末 紙 倉庫1 総務部人事課給与第一係 廃棄

人事課 人事
人事院勧告の関係で30年保
存が必要であるもの

人事院勧告　（令和3年度） 総務部人事課給与第一係 2021年度 2022年4月1日 30年 2051年度末 紙 倉庫1 総務部人事課給与第一係 廃棄

人事課 人事
手当支給関係連絡通知の関
係で3年保存が必要であるも
の

手当支給関係連絡通知　（令和3年度） 総務部人事課給与第一係 2021年度 2022年4月1日 3年 2024年度末 紙 倉庫1 総務部人事課給与第一係 廃棄

人事課 人事 人事関係の証明に関するもの 退職手当支給の有無　（令和3年度） 総務部人事課給与第一係 2021年度 2022年4月1日 3年 2024年度末 紙 倉庫1 総務部人事課給与第一係 廃棄

人事課 人事
手当関係で3年保存が必要で
あるもの

手当関係綴り　（令和3年度） 総務部人事課給与第一係 2021年度 2022年4月1日 3年 2024年度末 紙 倉庫1 総務部人事課給与第一係 廃棄

人事課 人事
給与係・発出文書等（通知）の
関係で無期限保存が必要であ
るもの

給与係・発出文書等（通知）　（令和3年度） 総務部人事課給与第一係 2021年度 2022年4月1日 無期限 紙 倉庫1 総務部人事課給与第一係 廃棄

人事課 人事
給与係・発出文書等（要項）の
関係で無期限保存が必要であ
るもの

給与係・発出文書等（要項）　（令和3年度） 総務部人事課給与第一係 2021年度 2022年4月1日 無期限 紙 倉庫1 総務部人事課給与第一係 廃棄

人事課 人事 人事関係の証明に関するもの 証明書発行願　（令和3年度） 総務部人事課給与第一係 2021年度 2022年4月1日 3年 2024年度末 紙 倉庫1 総務部人事課給与第一係 廃棄

人事課 人事
人件費予算の関係で5年保存
が必要であるもの

人件費予算　（令和3年度） 総務部人事課給与第一係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 総務部人事課給与第一係 廃棄

人事課 人事
退職金運営費交付金台帳関
係で，10年保存が必要である
もの

退職金運営費交付金台帳関係　（令和3年度） 総務部人事課給与第一係 2021年度 2022年4月1日 10年 2031年度末 紙 事務室 総務部人事課給与第一係 廃棄

人事課 人事
給与規則文科省届出関係で5
年保存が必要であるもの

給与規則文科省届出　（令和3年度） 総務部人事課給与第一係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 総務部人事課給与第一係 廃棄

人事課 人事
概算要求関係調書（特殊要因
経費）に係る関係資料で10年
保存が必要であるもの

概算要求関係調書（特殊要因経費）に係る関係資料
（令和3年度要求）

総務部人事課給与第一係 2021年度 2022年4月1日 10年 2031年度末 紙 倉庫1 総務部人事課給与第一係 廃棄

人事課 人事
（雇用保険）育児休業給付金
に関するもの

令和３年度雇用保険育児休業給付 総務部人事課職員係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事
（雇用保険）高年齢雇用継続
給付金に関するもの

令和３年度高年齢雇用継続給付 総務部人事課職員係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事
（雇用保険）六十歳到達賃金
登録に関するもの

令和３年度六十歳到達賃金登録 総務部人事課職員係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事
（雇用保険）高年齢雇用継続
給付金に関するもの

令和３年度雇用保険　記載内容に関する確認書　申請等に関する
同意書

総務部人事課職員係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事
非常勤職員の雇用保険に関
するもの

令和３年度雇用保険　非常勤　資格取得　氏名変更届 総務部人事課職員係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事
非常勤職員の雇用保険に関
するもの

令和３年度雇用保険　非常勤　資格喪失 総務部人事課職員係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事
常勤職員の雇用保険に関する
もの

令和３年度雇用保険　常勤　資格取得　氏名変更届 総務部人事課職員係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 総務部人事課職員係 廃棄
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部局名 １）大分類 ２）中分類 ３）小分類（法人文書ファイル名） ４）作成・取得者
５）作成・取得年度
等

６）起算日 ７）保存期間
８）保存期間
    満了時期

９）媒体の種別 10）保存場所 11）管理担当課・係
12)保存期間満
了時の措置

備考

人事課 人事
常勤職員の雇用保険に関する
もの

令和３年度雇用保険　常勤　資格喪失 総務部人事課職員係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事
非常勤職員の社会保険に関
するもの

令和３年度社会保険　資格取得 総務部人事課職員係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事
非常勤職員の社会保険に関
するもの

令和３年度社会保険　資格喪失 総務部人事課職員係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事
共済組合長期給付に関するも
ので特に重要なもの

令和３年度年金関係 総務部人事課職員係 2021年度 2022年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事 公務災害に関するもの 令和３年度公務災害 総務部人事課職員係 2021年度 未定 完結から3年 未定 紙 事務室 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事
労働保険料の関係で5年保存
が必要であるもの

労働保険料の申告書（令和３年度） 総務部人事課職員係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事 職員健康診断に関するもの 令和３年度　「生活習慣病予防健診」「特定健康診査受診券」 総務部人事課職員係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事
（社会保険）算定基礎届に関
するもの

【社会保険】算定基礎届　令和３年度 総務部人事課職員係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事
育児休業・介護休業に関する
もの

育児・介護休業承認請求書（令和３年度） 総務部人事課職員係 2021年度 未定
育児休業・介護休
業終了後3年

未定 紙 事務室 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事 兼業に関するもの 令和３年度　31兼業① 総務部人事課職員係 2021年度 未定 兼業終了後3年 未定 紙 事務室 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事 兼業に関するもの 令和３年度　31兼業② 総務部人事課職員係 2021年度 未定 兼業終了後3年 未定 紙 事務室 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事 兼業に関するもの 令和３年度　31兼業③ 総務部人事課職員係 2021年度 未定 兼業終了後3年 未定 紙 事務室 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事 兼業に関するもの 令和３年度　31兼業④ 総務部人事課職員係 2021年度 未定 兼業終了後3年 未定 紙 事務室 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事
学長・理事・事務職員の兼業
に関するもの

令和３年度　学長・理事・事務兼業 総務部人事課職員係 2021年度 未定 兼業終了後3年 未定 紙 事務室 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事 兼業に関するもの 兼業台帳（令和３年度） 総務部人事課職員係 2021年度 未定 兼業終了後3年 未定
電子:共有サー
バー内

事務室 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事 処分に関すること 処分関係（令和３年度） 総務部人事課副課長 2021年度 2022年4月1日 30年 2051年度末 紙 事務室 総務部人事課副課長 廃棄

人事課 人事 財形貯蓄に関するもの 財形預入控除明細書（令和３年度） 総務部人事課職員係 2021年度 未定 退職後5年 未定 紙 事務室 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事 財形貯蓄に関するもの 令和３年度金融機関等からの残高報告書 総務部人事課職員係 2021年度 未定 退職後5年 未定 紙 事務室 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事
財形貯蓄に関するものであっ
て，5年保存が必要であるもの

令和３年度財産形成貯蓄等実施状況調査 総務部人事課職員係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事
指導区分及び事後措置決定
に関するもので重要なもの

指導区分及び事後措置決定通知（令和３年度） 総務部人事課職員係 2021年度 2022年4月1日 10年 2031年度末 紙 事務室 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事 労働災害に関するもの 令和３年度労災関係綴 総務部人事課職員係 2021年度 未定 完結から3年 未定 紙 事務室 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事 公務災害に関するもの 令和３年度公務災害 総務部人事課職員係 2021年度 未定 完結から3年 未定 紙 事務室 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事 安全衛生委員会に関するもの 安全衛生委員会（令和３年度） 総務部人事課職員係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事 作業環境測定に関するもの 作業環境測定関係（令和３年度） 総務部人事課職員係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事
産業医および衛生管理者の
指名に関するもの

産業医・衛生管理者等指名文書（令和３年度） 総務部人事課職員係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事 職員健康診断に関するもの 健康診断関係（R３年度） 総務部人事課職員係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事 研修に関するもの 令和３年度　研修 総務部人事課職員係 2021年度 2022年4月1日 3年 2024年度末 紙 事務室 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事 研修に関するもの 令和３年度　新規採用事務職員研修（令和３年度） 総務部人事課職員係 2021年度 2022年4月1日 3年 2024年度末 紙 事務室 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事 研修に関するもの 令和３年度　新規採用職員研修会 総務部人事課職員係 2021年度 2022年4月1日 3年 2024年度末 紙 事務室 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事 労使協定に関するもの 労使協定届（令和３年度） 総務部人事課職員係 2021年度 2022年4月1日 30年 2051年度末 紙 事務室 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事
過半数代表者選出選挙に関
するもの

過半数代表者選出関係　R3.2～ 総務部人事課職員係 2021年度 2022年4月1日 10年 2031年度末 紙 事務室 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事
男女共同参画推進本部に関
するものであって，30年保存
が必要であるもの

令和３年度男女共同参画関係 総務部人事課職員係 2021年度 2022年4月1日 30年 2051年度末 紙 事務室 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事 各種調査に関するもの 令和３年度　雑件・調査物 総務部人事課職員係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事 ストレスチェックに関するもの 令和３年度　ストレスチェック 総務部人事課職員係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 総務部人事課職員係 廃棄

人事課 人事
新型コロナウイルス対策に関
するもので，10年保存が必要
であるの

新型コロナウイルス対策関係 総務部人事課職員係 2021年度 2022年4月1日 10年 2031年度末 紙 事務室 総務部人事課職員係 移管 歴史的緊急事態関連

人事課 人事
人事評価制度に関するもので
あって，3年保存が必要である
もの

令和３年度人事評価 総務部人事課職員係 2021年度 2022年4月1日 3年 2024年度末 紙 事務室 総務部人事課職員係 廃棄

附属学校課 人　事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

非常勤出勤簿 総務部附属学校課企画調整係 1996年度 1997年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課企画調整係 廃棄 毎年作成

附属学校課 管理・運営 校長会に関するもの 校長会関係 総務部附属学校課 2001年度 2002年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課 廃棄 毎年作成

附属学校課 人　事
非常勤講師手当分科会に関
するもの

非常勤講師手当分科会関係 附属学校部 2001年度 2002年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課 廃棄

附属学校課 管理・運営 副校長会に関するもの 副校長会関係 総務部附属学校課 2001年度 2002年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課 廃棄 毎年作成

附属学校課 会　計 国有財産管理に関するもの 国有財産管理関係 附属学校部 2001年度 2002年4月1日 30年 2031年度末 紙 事務室 総務部附属学校課 廃棄

附属学校課 人　事 採用等に関するもの 人事任用関係 総務部附属学校課附属学校第一係 2005年度 2006年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課企画調整係 廃棄 毎年作成

附属学校課 会　計 資産台帳 資産台帳 総務部附属学校課企画調整係 2006年度 2007年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課企画調整係 廃棄

附属学校課 会　計 概算要求に関する決裁文書 平成24年度歳出概算要求書 総務部附属学校課総務係 2012年度 2013年4月1日 10年 2022年度末 紙 事務室 総務部附属学校課企画調整係 廃棄

附属学校課 会　計 概算要求に関する決裁文書 平成25年度歳出概算要求書 総務部附属学校課総務係 2013年度 2014年4月1日 10年 2023年度末 紙 事務室 総務部附属学校課企画調整係 廃棄

附属学校課 会　計 概算要求に関する決裁文書 平成26年度歳出概算要求書 総務部附属学校課総務係 2014年度 2015年4月1日 10年 2024年度末 紙 事務室 総務部附属学校課企画調整係 廃棄

附属学校課 会　計 概算要求に関する決裁文書 平成27年度歳出概算要求書 総務部附属学校課企画調整係 2015年度 2016年4月1日 10年 2025年度末 紙 事務室 総務部附属学校課企画調整係 廃棄

附属学校課 会　計 概算要求に関する決裁文書 平成28年度歳出概算要求書 総務部附属学校課企画調整係 2016年度 2017年4月1日 10年 2026年度末 紙 事務室 総務部附属学校課企画調整係 廃棄

附属学校課 人　事 勤務時間記録簿 平成29年勤務時間記録簿 総務部附属学校課企画調整係 2017年 2018年1月1日 5年 2022年末 紙 事務室 総務部附属学校課企画調整係 廃棄

附属学校課 会　計 概算要求に関する決裁文書 平成29年度歳出概算要求書 総務部附属学校課企画調整係 2017年度 2018年4月1日 10年 2027年度末 紙 事務室 総務部附属学校課企画調整係 廃棄

附属学校課 管理・運営 学校基本調査に関するもの 平成29年度学校基本調査控 総務部附属学校課附属学校第二係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 総務部附属学校課企画調整係 廃棄

附属学校課 会　計 旅行命令簿 平成29年度旅行命令・依頼伺 総務部附属学校課企画調整係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 総務部附属学校課企画調整係 廃棄

附属学校課 人　事 勤務時間記録簿 平成30年勤務時間記録簿 総務部附属学校課企画調整係 2018年 2019年1月1日 5年 2023年末 紙 事務室 総務部附属学校課企画調整係 廃棄

附属学校課 会　計 概算要求に関する決裁文書 平成30年度歳出概算要求書 総務部附属学校課企画調整係 2018年度 2019年4月1日 10年 2028年度末 紙 事務室 総務部附属学校課企画調整係 廃棄

附属学校課 管理・運営 学校基本調査に関するもの 平成30年度学校基本調査控 総務部附属学校課附属学校第二係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 総務部附属学校課企画調整係 廃棄

附属学校課 会　計 旅行命令簿 平成30年度旅行命令・依頼伺 総務部附属学校課企画調整係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 総務部附属学校課企画調整係 廃棄

附属学校課 人　事
休暇簿等の給与簿に関するも
の

令和元年休暇簿（特別・病気） 総務部附属学校課企画調整係 2019年 2020年1月1日 3年 2022年末 紙 事務室 総務部附属学校課企画調整係 廃棄

附属学校課 人　事
休暇簿等の給与簿に関するも
の

令和元年休暇簿（年次休暇） 総務部附属学校課企画調整係 2019年 2020年1月1日 3年 2022年末 紙 事務室 総務部附属学校課企画調整係 廃棄

附属学校課 人　事
休暇簿等の給与簿に関するも
の

令和元年度週休日の割振及び半日勤務の割振変更簿 総務部附属学校課企画調整係 2019年度 2020年4月1日 3年 2022年度末 紙 事務室 総務部附属学校課企画調整係 廃棄

附属学校課 人　事 勤務時間記録簿 令和元年勤務時間記録簿 総務部附属学校課企画調整係 2019年 2020年1月1日 5年 2024年末 紙 事務室 総務部附属学校課企画調整係 廃棄

附属学校課 会　計 概算要求に関する決裁文書 令和元年度歳出概算要求書 総務部附属学校課企画調整係 2019年度 2020年4月1日 10年 2029年度末 紙 事務室 総務部附属学校課企画調整係 廃棄
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備考

附属学校課 管理・運営 学校基本調査に関するもの 令和元年度学校基本調査控 総務部附属学校課附属学校第二係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 総務部附属学校課企画調整係 廃棄

附属学校課 人　事 兼業に関するもの 令和元年度兼業関係 総務部附属学校課企画調整係 2019年度 2020年4月1日 兼業終了後3年 2022年度末 紙 事務室 総務部附属学校課企画調整係 廃棄

附属学校課 管理・運営 一般的な文書 令和元年度一般文書綴 総務部附属学校課企画調整係 2019年度 2020年4月1日 3年 2022年度末 紙 事務室 総務部附属学校課企画調整係 廃棄

附属学校課 会　計 旅行命令簿 令和元年度旅行命令・依頼伺 総務部附属学校課企画調整係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 総務部附属学校課企画調整係 廃棄

附属学校課 人　事 採用等に関するもの（非常勤） 令和元年度非常勤講師関係 総務部附属学校課企画調整係 2019年度 2020年4月1日 3年 2022年度末 紙 事務室 総務部附属学校課企画調整係 廃棄

附属学校課 人　事 採用等に関するもの（非常勤） 令和元年度非常勤職員関係 総務部附属学校課企画調整係 2019年度 2020年4月1日 3年 2022年度末 紙 事務室 総務部附属学校課企画調整係 廃棄

附属学校課 人　事
休暇簿等の給与簿に関するも
の

令和2年休暇簿（特別・病気） 総務部附属学校課企画調整係 2020年 2021年1月1日 3年 2023年末 紙 事務室 総務部附属学校課企画調整係 廃棄

附属学校課 人　事
休暇簿等の給与簿に関するも
の

令和2年休暇簿（年次休暇） 総務部附属学校課企画調整係 2020年 2021年1月1日 3年 2023年末 紙 事務室 総務部附属学校課企画調整係 廃棄

附属学校課 人　事
休暇簿等の給与簿に関するも
の

令和2年度週休日の割振及び半日勤務の割振変更簿 総務部附属学校課企画調整係 2020年度 2021年4月1日 3年 2023年度末 紙 事務室 総務部附属学校課企画調整係 廃棄

附属学校課 人　事 勤務時間記録簿 令和2年勤務時間記録簿 総務部附属学校課企画調整係 2020年 2021年1月1日 5年 2025年末 紙 事務室 総務部附属学校課企画調整係 廃棄

附属学校課 会　計 概算要求に関する決裁文書 令和2年度歳出概算要求書 総務部附属学校課企画調整係 2020年度 2021年4月1日 10年 2030年度末 紙 事務室 総務部附属学校課企画調整係 廃棄

附属学校課 管理・運営 学校基本調査に関するもの 令和2年度学校基本調査控 総務部附属学校課附属学校第二係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 総務部附属学校課企画調整係 廃棄

附属学校課 人　事 兼業に関するもの 令和2年度兼業関係 総務部附属学校課企画調整係 2020年度 2021年4月1日 兼業終了後3年 2023年度末 紙 事務室 総務部附属学校課企画調整係 廃棄

附属学校課 管理・運営 一般的な文書 令和2年度一般文書綴 総務部附属学校課企画調整係 2020年度 2021年4月1日 3年 2023年度末 紙 事務室 総務部附属学校課企画調整係 廃棄

附属学校課 会　計 旅行命令簿 令和2年度旅行命令・依頼伺 総務部附属学校課企画調整係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 総務部附属学校課企画調整係 廃棄

附属学校課 人　事 採用等に関するもの（非常勤） 令和2年度非常勤講師関係 総務部附属学校課企画調整係 2020年度 2021年4月1日 3年 2023年度末 紙 事務室 総務部附属学校課企画調整係 廃棄

附属学校課 人　事 採用等に関するもの（非常勤） 令和2年度非常勤職員関係 総務部附属学校課企画調整係 2020年度 2021年4月1日 3年 2023年度末 紙 事務室 総務部附属学校課企画調整係 廃棄

附属学校課 人　事
休暇簿等の給与簿に関するも
の

令和3年休暇簿（特別・病気） 総務部附属学校課企画調整係 2021年 2022年1月1日 3年 2024年末 紙 事務室 総務部附属学校課企画調整係 廃棄

附属学校課 人　事
休暇簿等の給与簿に関するも
の

令和3年休暇簿（年次休暇） 総務部附属学校課企画調整係 2021年 2022年1月1日 3年 2024年末 紙 事務室 総務部附属学校課企画調整係 廃棄

附属学校課 人　事
休暇簿等の給与簿に関するも
の

令和3年度週休日の割振及び半日勤務の割振変更簿 総務部附属学校課企画調整係 2021年度 2022年4月1日 3年 2024年度末 紙 事務室 総務部附属学校課企画調整係 廃棄

附属学校課 人　事 勤務時間記録簿 令和3年勤務時間記録簿 総務部附属学校課企画調整係 2021年 2022年1月1日 5年 2026年末 紙 事務室 総務部附属学校課企画調整係 廃棄

附属学校課 会　計 概算要求に関する決裁文書 令和3年度歳出概算要求書 総務部附属学校課企画調整係 2021年度 2022年4月1日 10年 2031年度末 紙 事務室 総務部附属学校課企画調整係 廃棄

附属学校課 管理・運営 学校基本調査に関するもの 令和3年度学校基本調査控 総務部附属学校課附属学校第二係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 総務部附属学校課企画調整係 廃棄

附属学校課 人　事 兼業に関するもの 令和3年度兼業関係 総務部附属学校課企画調整係 2021年度 2022年4月1日 兼業終了後3年 2024年度末 紙 事務室 総務部附属学校課企画調整係 廃棄

附属学校課 管理・運営 一般的な文書 令和3年度一般文書綴 総務部附属学校課企画調整係 2021年度 2022年4月1日 3年 2024年度末 紙 事務室 総務部附属学校課企画調整係 廃棄

附属学校課 会　計 旅行命令簿 令和3年度旅行命令・依頼伺 総務部附属学校課企画調整係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 総務部附属学校課企画調整係 廃棄

附属学校課 人　事 採用等に関するもの（非常勤） 令和3年度非常勤講師関係 総務部附属学校課企画調整係 2021年度 2022年4月1日 3年 2024年度末 紙 事務室 総務部附属学校課企画調整係 廃棄

附属学校課 人　事 採用等に関するもの（非常勤） 令和3年度非常勤職員関係 総務部附属学校課企画調整係 2021年度 2022年4月1日 3年 2024年度末 紙 事務室 総務部附属学校課企画調整係 廃棄

世小 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成13年度非常勤出勤簿
附属学校世田谷地区事務係（小学校
担当）

2001年度 2002年4月1日 無期限 紙 事務室
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（小学校担当）

廃棄

世小 附属学校
指導要録（指導に関する記
録）

児童指導要録（平成13年度入学生） 附属世田谷小学校長 2006年度 2007年4月1日 20年 2026年度末 紙 会議室金庫 附属世田谷小学校長 廃棄

世小 附属学校
指導要録（指導に関する記
録）

児童指導要録（平成14年度入学生） 附属世田谷小学校長 2007年度 2008年4月1日 20年 2027年度末 紙 会議室金庫 附属世田谷小学校長 廃棄

世小 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成14年度非常勤出勤簿
附属学校世田谷地区事務係（小学校
担当）

2002年度 2003年4月1日 無期限 紙 事務室
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（小学校担当）

廃棄

世小 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成14年度非常勤出勤簿
附属学校世田谷地区事務係（小学校
担当）

2002年度 2003年4月1日 無期限 紙 事務室
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（小学校担当）

廃棄

世小 附属学校
指導要録（指導に関する記
録）

児童指導要録（平成15年度入学生） 附属世田谷小学校長 2008年度 2009年4月1日 20年 2028年度末 紙 会議室金庫 附属世田谷小学校長 廃棄

世小 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成15年度非常勤出勤簿
附属学校世田谷地区事務係（小学校
担当）

2003年度 2004年4月1日 無期限 紙 事務室
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（小学校担当）

廃棄

世小 附属学校
指導要録（指導に関する記
録）

児童指導要録（平成1６年度入学生） 附属世田谷小学校長 2009年度 2010年4月1日 20年 2029年度末 紙 会議室金庫 附属世田谷小学校長 廃棄

世小 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成1６年度非常勤出勤簿
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（小学校担当）

2004年度 2005年4月1日 無期限 紙 事務室
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（小学校担当）

廃棄

世小 附属学校
指導要録（指導に関する記
録）

児童指導要録（平成1７年度入学生） 附属世田谷小学校長 2010年度 2011年4月1日 20年 2030年度末 紙 会議室金庫 附属世田谷小学校長 廃棄

世小 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成1７年度非常勤出勤簿
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（小学校担当）

2005年度 2006年4月1日 無期限 紙 事務室
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（小学校担当）

廃棄

世小 附属学校
指導要録（指導に関する記
録）

児童指導要録（平成1８年度入学生） 附属世田谷小学校長 2011年度 2012年4月1日 20年 2031年度末 紙 会議室金庫 附属世田谷小学校長 廃棄

世小 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成1８年度非常勤出勤簿
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（小学校担当）

2006年度 2007年4月1日 無期限 紙 事務室
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（小学校担当）

廃棄

世小 附属学校
指導要録（指導に関する記
録）

児童指導要録（平成１９年度入学生） 附属世田谷小学校長 2012年度 2013年4月1日 20年 2032年度末 紙 会議室金庫 附属世田谷小学校長 廃棄

世小 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成１９年度非常勤出勤簿
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（小学校担当）

2007年度 2008年4月1日 無期限 紙 事務室
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（小学校担当）

廃棄

世小 附属学校
指導要録（指導に関する記
録）

児童指導要録（平成２０年度入学生） 附属世田谷小学校長 2013年度 2014年4月1日 20年 2033年度末 紙 会議室金庫 附属世田谷小学校長 廃棄

世小 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成２０年度非常勤出勤簿
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（小学校担当）

2008年度 2009年4月1日 無期限 紙 事務室
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（小学校担当）

廃棄

世小 人事 勤務時間記録簿 平成21年勤務時間（始業・終業時刻）記録簿（非常勤職員）
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（小学校担当）

2009年度 2010年4月1日 無期限 紙 事務室
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（小学校担当）

廃棄

世小 附属学校
指導要録（指導に関する記
録）

児童指導要録（平成２１年度入学生） 附属世田谷小学校長 2014年度 2015年4月1日 20年 2034年度末 紙 会議室金庫 附属世田谷小学校長 廃棄

世小 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成21年度非常勤講師出勤簿
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（小学校担当）

2009年度 2010年4月1日 無期限 紙 事務室
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（小学校担当）

廃棄

世小 人事 勤務時間記録簿 平成22年勤務時間（始業・終業時刻）記録簿（非常勤職員）
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（小学校担当）

2010年度 2011年4月1日 無期限 紙 事務室
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（小学校担当）

廃棄

世小 附属学校
指導要録（指導に関する記
録）

児童指導要録（平成２２年度入学生） 附属世田谷小学校長 2015年度 2016年4月1日 20年  2035年度末 紙 会議室金庫 附属世田谷小学校長 廃棄

世小 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成22年度非常勤講師出勤簿
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（小学校担当）

2010年度 2011年4月1日 無期限 紙 事務室
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（小学校担当）

廃棄

世小 人事 勤務時間記録簿 平成23年勤務時間（始業・終業時刻）記録簿（非常勤職員）
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（小学校担当）

2011年度 2012年4月1日 無期限 紙 事務室
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（小学校担当）

廃棄

世小 附属学校
指導要録（指導に関する記
録）

児童指導要録（平成２３年度入学生） 附属世田谷小学校長 2016年度 2017年4月1日 20年 2036年度末 紙 会議室金庫 附属世田谷小学校長 廃棄

世小 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成23年度非常勤講師出勤簿
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（小学校担当）

2011年度 2012年4月1日 無期限 紙 事務室
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（小学校担当）

廃棄

世小 人事 勤務時間記録簿 平成24年勤務時間（始業・終業時刻）記録簿（非常勤職員）
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（小学校担当）

2012年度 2013年4月1日 無期限 紙 事務室
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（小学校担当）

廃棄

世小 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成24年度非常勤講師出勤簿
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（小学校担当）

2012年度 2013年4月1日 無期限 紙 事務室
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（小学校担当）

廃棄

世小 人事 勤務時間記録簿 平成25年勤務時間（始業・終業時刻）記録簿（非常勤職員）
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（小学校担当）

2013年度 2014年4月1日 無期限 紙 事務室
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（小学校担当）

廃棄

世小 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成25年度非常勤講師出勤簿
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（小学校担当）

2013年度 2014年4月1日 無期限 紙 事務室
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（小学校担当）

廃棄

世小 人事 勤務時間記録簿 平成26年勤務時間（始業・終業時刻）記録簿（非常勤職員）
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（小学校担当）

2014年度 2015年4月1日 無期限 紙 事務室
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（小学校担当）

廃棄

世小 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成26年度非常勤講師出勤簿
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（小学校担当）

2014年度 2015年4月1日 無期限 紙 事務室
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（小学校担当）

廃棄

世小 人事 勤務時間記録簿 平成27年勤務時間（始業・終業時刻）記録簿（非常勤職員）
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（小学校担当）

2015年度 2016年4月1日 無期限 紙 事務室
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（小学校担当）

廃棄
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世小 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成27年度非常勤講師出勤簿
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（小学校担当）

2015年度 2016年4月1日 無期限 紙 事務室
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（小学校担当）

廃棄

世小 人事 勤務時間記録簿 平成28年勤務時間（始業・終業時刻）記録簿（非常勤職員）
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（小学校担当）

2016年度 2017年4月1日 無期限 紙 事務室
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（小学校担当）

廃棄

世小 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成28年度非常勤講師出勤簿
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（小学校担当）

2016年度 2017年4月1日 無期限 紙 事務室
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（小学校担当）

廃棄

世小 人事 勤務時間記録簿 平成29年勤務時間（始業・終業時刻）記録簿
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（小学校担当）

2017年 2018年1月1日 5年 2022年末 紙 事務室
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（小学校担当）

廃棄

世小 附属学校 児童の在籍に関するもの 入学願書（平成29年度） 受験者 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 校長室金庫 附属世田谷小学校長 廃棄

世小 人事 勤務時間記録簿 勤務日及び勤務時間表(平成29年度）
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（小学校担当）

2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（小学校担当）

廃棄

世小 人事
諸手当に関するもの（届出・認
定簿）

特殊勤務手当実績および整理簿（平成29年度）
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（小学校担当）

2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（小学校担当）

廃棄

世小 会計 旅行命令簿 平成29年度旅行命令・依頼伺
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（小学校担当）

2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（小学校担当）

廃棄

世小 会計 旅行命令簿 公務外出（都内）申請書（平成29年度）
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（小学校担当）

2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（小学校担当）

廃棄

世小 附属学校 一般文書 一般文書（平成29年度）
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（小学校担当）

2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（小学校担当）

廃棄

世小 附属学校
教科書採択・無償給与関係文
書

教科書関係（平成29年度）
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（小学校担当）

2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（小学校担当）

廃棄

世小 管理・運営
本学が発行する広報，学報，
職員録等に関するもの

平成29年度学校要覧
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（小学校担当）

2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（小学校担当）

廃棄

世小 附属学校 出席簿 出席簿（平成29年度） 各クラス担任 2017年度 2018年4月1日 在学中 2022年度末 紙 会議室 附属世田谷小学校長 廃棄

世小 附属学校 児童の在籍に関するもの 転入学届（平成29年度） 転入学児童・保護者 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（小学校担当）

廃棄

世小 附属学校 児童の在籍に関するもの 転退学届（平成29年度） 転退学児童・保護者 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（小学校担当）

廃棄

世小 会計 学校の経理に関するもの 平成29年度役務依頼書
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（小学校担当）

2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（小学校担当）

廃棄

世小 会計 学校の経理に関するもの 平成29年度修繕工事等要望書
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（小学校担当）

2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（小学校担当）

廃棄

世小 人事 勤務時間記録簿 平成29年勤務時間（始業・終業時刻）記録簿（非常勤職員）
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（小学校担当）

2017年度 2018年4月1日 無期限 紙 事務室
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（小学校担当）

廃棄

世小 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成29年度非常勤講師出勤簿
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（小学校担当）

2017年度 2018年4月1日 無期限 紙 事務室
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（小学校担当）

廃棄

世小 附属学校
健康診断表等児童の健康管
理に関するもので重要なもの

児童健康診断票（平成29年度入学生） 附属世田谷小学校養護教諭 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 保健室 附属世田谷小学校養護教諭 廃棄

世小 附属学校
健康診断表等児童の健康管
理に関するもので重要なもの

児童歯の検査票（平成29年度入学生） 附属世田谷小学校養護教諭 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 保健室 附属世田谷小学校養護教諭 廃棄

世小 人事 勤務時間記録簿 平成30年勤務時間（始業・終業時刻）記録簿
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（小学校担当）

2018年 2019年1月1日 5年 2023年末 紙 事務室
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（小学校担当）

廃棄

世小 附属学校 児童の在籍に関するもの 入学願書（平成30年度） 受験者 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 校長室金庫 附属世田谷小学校長 廃棄

世小 人事 勤務時間記録簿 勤務日及び勤務時間表(平成30年度）
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（小学校担当）

2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（小学校担当）

廃棄

世小 人事
諸手当に関するもの（届出・認
定簿）

特殊勤務手当実績および整理簿（平成30年度）
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（小学校担当）

2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（小学校担当）

廃棄

世小 会計 旅行命令簿 平成30年度旅行命令・依頼伺
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（小学校担当）

2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（小学校担当）

廃棄

世小 会計 旅行命令簿 公務外出（都内）申請書（平成30年度）
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（小学校担当）

2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（小学校担当）

廃棄

世小 附属学校 一般文書 一般文書（平成30年度）
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（小学校担当）

2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（小学校担当）

廃棄

世小 附属学校
教科書採択・無償給与関係文
書

教科書関係（平成30年度）
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（小学校担当）

2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（小学校担当）

廃棄

世小 管理・運営
本学が発行する広報，学報，
職員録等に関するもの

平成30年度学校要覧
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（小学校担当）

2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（小学校担当）

廃棄

世小 附属学校 出席簿 出席簿（平成30年度） 各クラス担任 2018年度 2019年4月1日 在学中 2023年度末 紙 会議室 附属世田谷小学校長 廃棄

世小 附属学校 児童の在籍に関するもの 転入学届（平成30年度） 転入学児童・保護者 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（小学校担当）

廃棄

世小 附属学校 児童の在籍に関するもの 転退学届（平成30年度） 転退学児童・保護者 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（小学校担当）

廃棄

世小 会計 学校の経理に関するもの 平成30年度役務依頼書
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（小学校担当）

2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（小学校担当）

廃棄

世小 会計 学校の経理に関するもの 平成30年度修繕工事等要望書
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（小学校担当）

2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（小学校担当）

廃棄

世小 人事 勤務時間記録簿 平成30年勤務時間（始業・終業時刻）記録簿（非常勤職員）
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（小学校担当）

2018年度 2019年4月1日 無期限 紙 事務室
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（小学校担当）

廃棄

世小 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成30年度非常勤講師出勤簿
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（小学校担当）

2018年度 2019年4月1日 無期限 紙 事務室
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（小学校担当）

廃棄

世小 附属学校
健康診断表等児童の健康管
理に関するもので重要なもの

児童健康診断票（平成30年度入学生） 附属世田谷小学校養護教諭 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 保健室 附属世田谷小学校養護教諭 廃棄

世小 附属学校
健康診断表等児童の健康管
理に関するもので重要なもの

児童歯の検査票（平成30年度入学生） 附属世田谷小学校養護教諭 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 保健室 附属世田谷小学校養護教諭 廃棄

世小 人事 勤務時間記録簿 令和元年勤務時間（始業・終業時刻）記録簿
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（小学校担当）

2019年 2020年1月1日 5年 2024年末 紙 事務室
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（小学校担当）

廃棄

世小 人事
休暇簿等の給与簿に関するも
の

令和元年休暇簿(年次休暇）
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（小学校担当）

2019年 2020年1月1日 3年 2022年末 紙 事務室
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（小学校担当）

廃棄

世小 人事
休暇簿等の給与簿に関するも
の

令和元年休暇簿(病気・特別休暇）
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（小学校担当）

2019年 2020年1月1日 3年 2022年末 紙 事務室
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（小学校担当）

廃棄

世小 附属学校 児童の在籍に関するもの 入学願書（令和元年度） 受験者 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 校長室金庫 附属世田谷小学校長 廃棄

世小 人事 勤務時間記録簿 勤務日及び勤務時間表(令和元年度）
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（小学校担当）

2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（小学校担当）

廃棄

世小 人事
諸手当に関するもの（届出・認
定簿）

特殊勤務手当実績および整理簿（令和元年度）
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（小学校担当）

2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（小学校担当）

廃棄

世小 会計 旅行命令簿 令和元年度旅行命令・依頼伺
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（小学校担当）

2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（小学校担当）

廃棄

世小 会計 旅行命令簿 公務外出（都内）申請書（令和元年度）
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（小学校担当）

2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（小学校担当）

廃棄

世小 附属学校 一般文書 一般文書（令和元年度）
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（小学校担当）

2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（小学校担当）

廃棄

世小 附属学校
教科書採択・無償給与関係文
書

教科書関係（令和元年度）
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（小学校担当）

2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（小学校担当）

廃棄

世小 管理・運営
本学が発行する広報，学報，
職員録等に関するもの

令和元年度学校要覧
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（小学校担当）

2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（小学校担当）

廃棄

世小 附属学校 出席簿 出席簿（令和元年度） 各クラス担任 2019年度 2020年4月1日 在学中 2024年度末 紙 会議室 附属世田谷小学校長 廃棄

世小 附属学校 教官会議事録 令和元年度教員会議議事録 附属世田谷小学校長 2019年度 2020年4月1日 3年 2022年度末 紙 会議室 附属世田谷小学校長 廃棄

世小 附属学校 児童の在籍に関するもの 転入学届（令和元年度） 転入学児童・保護者 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（小学校担当）

廃棄

世小 附属学校 児童の在籍に関するもの 転退学届（令和元年度） 転退学児童・保護者 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（小学校担当）

廃棄

世小 会計 学校の経理に関するもの 令和元年度役務依頼書
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（小学校担当）

2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（小学校担当）

廃棄

世小 会計 学校の経理に関するもの 令和元年度修繕工事等要望書
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（小学校担当）

2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（小学校担当）

廃棄

世小 人事 勤務時間記録簿 令和元年勤務時間（始業・終業時刻）記録簿（非常勤職員）
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（小学校担当）

2019年度 2020年4月1日 無期限 紙 事務室
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（小学校担当）

廃棄

世小 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

令和元年度非常勤講師出勤簿
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（小学校担当）

2019年度 2020年4月1日 無期限 紙 事務室
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（小学校担当）

廃棄

世小 附属学校
健康診断表等児童の健康管
理に関するもので重要なもの

児童健康診断票（令和元年度入学生） 附属世田谷小学校養護教諭 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 保健室 附属世田谷小学校養護教諭 廃棄

世小 附属学校
健康診断表等児童の健康管
理に関するもので重要なもの

児童歯の検査票（令和元年度入学生） 附属世田谷小学校養護教諭 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 保健室 附属世田谷小学校養護教諭 廃棄

世小 人事 勤務時間記録簿 令和２年勤務時間（始業・終業時刻）記録簿
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（小学校担当）

2020年 2021年1月1日 5年 2025年末 紙 事務室
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（小学校担当）

廃棄
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法人文書ファイル管理簿データ（全学）

部局名 １）大分類 ２）中分類 ３）小分類（法人文書ファイル名） ４）作成・取得者
５）作成・取得年度
等

６）起算日 ７）保存期間
８）保存期間
    満了時期

９）媒体の種別 10）保存場所 11）管理担当課・係
12)保存期間満
了時の措置

備考

世小 人事
休暇簿等の給与簿に関するも
の

令和２年休暇簿(年次休暇）
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（小学校担当）

2020年 2021年1月1日 3年 2022年末 紙 事務室
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（小学校担当）

廃棄

世小 人事
休暇簿等の給与簿に関するも
の

令和２年休暇簿(病気・特別休暇）
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（小学校担当）

2020年 2021年1月1日 3年 2022年末 紙 事務室
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（小学校担当）

廃棄

世小 附属学校 児童の在籍に関するもの 入学願書（令和２年度） 受験者 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 校長室金庫 附属世田谷小学校長 廃棄

世小 人事 勤務時間記録簿 勤務日及び勤務時間表(令和２年度）
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（小学校担当）

2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（小学校担当）

廃棄

世小 人事
諸手当に関するもの（届出・認
定簿）

特殊勤務手当実績および整理簿（令和２年度）
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（小学校担当）

2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（小学校担当）

廃棄

世小 会計 旅行命令簿 令和２年度旅行命令・依頼伺
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（小学校担当）

2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（小学校担当）

廃棄

世小 会計 旅行命令簿 公務外出（都内）申請書（令和２年度）
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（小学校担当）

2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（小学校担当）

廃棄

世小 附属学校 一般文書 一般文書（令和２年度）
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（小学校担当）

2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（小学校担当）

廃棄

世小 附属学校
教科書採択・無償給与関係文
書

教科書関係（令和２年度）
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（小学校担当）

2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（小学校担当）

廃棄

世小 管理・運営
本学が発行する広報，学報，
職員録等に関するもの

令和２年度学校要覧
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（小学校担当）

2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（小学校担当）

廃棄

世小 附属学校 出席簿 出席簿（令和２年度） 各クラス担任 2020年度 2021年4月1日 在学中 2025年度末 紙 会議室 附属世田谷小学校長 廃棄

世小 附属学校 教官会議事録 令和２年度教員会議議事録 附属世田谷小学校長 2020年度 2021年4月1日 3年 2022年度末 紙 会議室 附属世田谷小学校長 廃棄

世小 附属学校 児童の在籍に関するもの 転入学届（令和２年度） 転入学児童・保護者 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（小学校担当）

廃棄

世小 附属学校 児童の在籍に関するもの 転退学届（令和２年度） 転退学児童・保護者 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（小学校担当）

廃棄

世小 会計 学校の経理に関するもの 令和２年度役務依頼書
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（小学校担当）

2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（小学校担当）

廃棄

世小 会計 学校の経理に関するもの 令和２年度修繕工事等要望書
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（小学校担当）

2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（小学校担当）

廃棄

世小 人事 勤務時間記録簿 令和２年勤務時間（始業・終業時刻）記録簿（非常勤職員）
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（小学校担当）

2020年度 2021年4月1日 無期限 紙 事務室
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（小学校担当）

廃棄

世小 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

令和２年度非常勤講師出勤簿
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（小学校担当）

2020年度 2021年4月1日 無期限 紙 事務室
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（小学校担当）

廃棄

世小 附属学校
健康診断表等児童の健康管
理に関するもので重要なもの

児童健康診断票（令和２年度入学生） 附属世田谷小学校養護教諭 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 保健室 附属世田谷小学校養護教諭 廃棄

世小 附属学校
健康診断表等児童の健康管
理に関するもので重要なもの

児童歯の検査票（令和２年度入学生） 附属世田谷小学校養護教諭 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 保健室 附属世田谷小学校養護教諭 廃棄

世小 人事 勤務時間記録簿 令和３年勤務時間（始業・終業時刻）記録簿
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（小学校担当）

2021年 2022年1月1日 5年 2027年末 紙 事務室
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（小学校担当）

廃棄

世小 人事
休暇簿等の給与簿に関するも
の

令和３年休暇簿(年次休暇）
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（小学校担当）

2021年 2022年1月1日 3年 2024年末 紙 事務室
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（小学校担当）

廃棄

世小 人事
休暇簿等の給与簿に関するも
の

令和３年休暇簿(病気・特別休暇）
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（小学校担当）

2021年 2022年1月1日 3年 2024年末 紙 事務室
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（小学校担当）

廃棄

世小 附属学校 児童の在籍に関するもの 入学願書（令和３年度） 受験者 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 校長室金庫 附属世田谷小学校長 廃棄

世小 人事 勤務時間記録簿 勤務日及び勤務時間表(令和３年度）
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（小学校担当）

2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（小学校担当）

廃棄

世小 人事
諸手当に関するもの（届出・認
定簿）

特殊勤務手当実績および整理簿（令和３年度）
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（小学校担当）

2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（小学校担当）

廃棄

世小 会計 旅行命令簿 令和３年度旅行命令・依頼伺
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（小学校担当）

2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（小学校担当）

廃棄

世小 会計 旅行命令簿 公務外出（都内）申請書（令和３年度）
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（小学校担当）

2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（小学校担当）

廃棄

世小 附属学校 一般文書 一般文書（令和３年度）
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（小学校担当）

2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（小学校担当）

廃棄

世小 附属学校
教科書採択・無償給与関係文
書

教科書関係（令和３年度）
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（小学校担当）

2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（小学校担当）

廃棄

世小 管理・運営
本学が発行する広報，学報，
職員録等に関するもの

令和３年度学校要覧
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（小学校担当）

2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（小学校担当）

廃棄

世小 附属学校 出席簿 出席簿（令和３年度） 各クラス担任 2021年度 2022年4月1日 在学中 2026年度末 紙 会議室 附属世田谷小学校長 廃棄

世小 附属学校 教官会議事録 令和３年度教員会議議事録 附属世田谷小学校長 2021年度 2022年4月1日 3年 2024年度末 紙 会議室 附属世田谷小学校長 廃棄

世小 附属学校 児童の在籍に関するもの 転入学届（令和３年度） 転入学児童・保護者 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（小学校担当）

廃棄

世小 附属学校 児童の在籍に関するもの 転退学届（令和３年度） 転退学児童・保護者 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（小学校担当）

廃棄

世小 会計 学校の経理に関するもの 令和３年度役務依頼書
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（小学校担当）

2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（小学校担当）

廃棄

世小 会計 学校の経理に関するもの 令和３年度修繕工事等要望書
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（小学校担当）

2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（小学校担当）

廃棄

世小 人事 勤務時間記録簿 令和３年勤務時間（始業・終業時刻）記録簿（非常勤職員）
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（小学校担当）

2021年度 2022年4月1日 無期限 紙 事務室
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（小学校担当）

廃棄

世小 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

令和３年度非常勤講師出勤簿
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（小学校担当）

2021年度 2022年4月1日 無期限 紙 事務室
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（小学校担当）

廃棄

世小 附属学校
健康診断表等児童の健康管
理に関するもので重要なもの

児童健康診断票（令和３年度入学生） 附属世田谷小学校養護教諭 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 保健室 附属世田谷小学校養護教諭 廃棄

世小 附属学校
健康診断表等児童の健康管
理に関するもので重要なもの

児童歯の検査票（令和３年度入学生） 附属世田谷小学校養護教諭 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 保健室 附属世田谷小学校養護教諭 廃棄

世中 教務 学籍に関するもの 卒業生台帳（第1回生）
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

1949年度 1950年4月1日 無期限 紙 事務室
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

廃棄

世中 教務 学籍に関するもの 卒業生台帳（第2回生）
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

1950年度 1951年4月1日 無期限 紙 事務室
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

廃棄

世中 教務 学籍に関するもの 卒業生台帳（第3回生）
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

1951年度 1952年4月1日 無期限 紙 事務室
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

廃棄

世中 教務 学籍に関するもの 卒業生台帳（第4回生）
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

1952年度 1953年4月1日 無期限 紙 事務室
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

廃棄

世中 教務 学籍に関するもの 卒業生台帳（第5回生）
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

1953年度 1954年4月1日 無期限 紙 事務室
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

廃棄

世中 教務 学籍に関するもの 卒業生台帳（第6回生）
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

1954年度 1955年4月1日 無期限 紙 事務室
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

廃棄

世中 教務 学籍に関するもの 卒業生台帳（第7回生）
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

1955年度 1956年4月1日 無期限 紙 事務室
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

廃棄

世中 教務 学籍に関するもの 卒業生台帳（第8回生）
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

1956年度 1957年4月1日 無期限 紙 事務室
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

廃棄

世中 教務 学籍に関するもの 卒業生台帳（第9回生）
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

1957年度 1958年4月1日 無期限 紙 事務室
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

廃棄

世中 教務 学籍に関するもの 卒業生台帳（第10回生）
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

1958年度 1959年4月1日 無期限 紙 事務室
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

廃棄

世中 教務 学籍に関するもの 卒業生台帳（第11回生）
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

1959年度 1960年4月1日 無期限 紙 事務室
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

廃棄

世中 教務 学籍に関するもの 卒業生台帳（第12回生）
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

1960年度 1961年4月1日 無期限 紙 事務室
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

廃棄

世中 教務 学籍に関するもの 卒業生台帳（第13回生）
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

1961年度 1962年4月1日 無期限 紙 事務室
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

廃棄

世中 教務 学籍に関するもの 卒業生台帳（第14回生）
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

1962年度 1963年4月1日 無期限 紙 事務室
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

廃棄

世中 教務 学籍に関するもの 卒業生台帳（第15回生）
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

1963年度 1964年4月1日 無期限 紙 事務室
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

廃棄

世中 教務 学籍に関するもの 卒業生台帳（第16回生）
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

1964年度 1965年4月1日 無期限 紙 事務室
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

廃棄

世中 教務 学籍に関するもの 卒業生台帳（第17回生）
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

1965年度 1966年4月1日 無期限 紙 事務室
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

廃棄

世中 教務 学籍に関するもの 卒業生台帳（第18回生）
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

1966年度 1967年4月1日 無期限 紙 事務室
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

廃棄

世中 教務 学籍に関するもの 卒業生台帳（第19回生）
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

1967年度 1968年4月1日 無期限 紙 事務室
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

廃棄

世中 教務 学籍に関するもの 卒業生台帳（第20回生）
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

1968年度 1969年4月1日 無期限 紙 事務室
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

廃棄
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世中 教務 学籍に関するもの 卒業生台帳（第21回生）
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

1969年度 1970年4月1日 無期限 紙 事務室
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

廃棄

世中 教務 学籍に関するもの 卒業生台帳（第22回生）
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

1970年度 1971年4月1日 無期限 紙 事務室
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

廃棄

世中 教務 学籍に関するもの 卒業生台帳（第23回生）
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

1971年度 1972年4月1日 無期限 紙 事務室
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

廃棄

世中 教務 学籍に関するもの 卒業生台帳（第24回生）
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

1972年度 1973年4月1日 無期限 紙 事務室
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

廃棄

世中 教務 学籍に関するもの 卒業生台帳（第25回生）
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

1973年度 1974年4月1日 無期限 紙 事務室
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

廃棄

世中 教務 学籍に関するもの 卒業生台帳（第26回生）
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

1974年度 1975年4月1日 無期限 紙 事務室
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

廃棄

世中 教務 学籍に関するもの 卒業生台帳（第27回生）
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

1975年度 1976年4月1日 無期限 紙 事務室
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

廃棄

世中 教務 学籍に関するもの 卒業生台帳（第28回生）
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

1976年度 1977年4月1日 無期限 紙 事務室
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

廃棄

世中 教務 学籍に関するもの 卒業生台帳（第29回生）
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

1977年度 1978年4月1日 無期限 紙 事務室
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

廃棄

世中 教務 学籍に関するもの 卒業生台帳（第30回生）
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

1978年度 1979年4月1日 無期限 紙 事務室
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

廃棄

世中 教務 学籍に関するもの 卒業生台帳（第31回生）
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

1979年度 1980年4月1日 無期限 紙 事務室
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

廃棄

世中 教務 学籍に関するもの 卒業生台帳（第32回生）
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

1980年度 1981年4月1日 無期限 紙 事務室
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

廃棄

世中 教務 学籍に関するもの 卒業生台帳（第33回生）
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

1981年度 1982年4月1日 無期限 紙 事務室
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

廃棄

世中 教務 学籍に関するもの 卒業生台帳（第34回生）
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

1982年度 1983年4月1日 無期限 紙 事務室
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

廃棄

世中 教務 学籍に関するもの 卒業生台帳（第35回生）
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

1983年度 1984年4月1日 無期限 紙 事務室
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

廃棄

世中 教務 学籍に関するもの 卒業生台帳（第36回生）
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

1984年度 1985年4月1日 無期限 紙 事務室
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

廃棄

世中 教務 学籍に関するもの 卒業生台帳（第37回生）
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

1985年度 1986年4月1日 無期限 紙 事務室
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

廃棄

世中 教務 学籍に関するもの 卒業生台帳（第38回生）
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

1986年度 1987年4月1日 無期限 紙 事務室
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

廃棄

世中 教務 学籍に関するもの 卒業生台帳（第39回生）
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

1987年度 1988年4月1日 無期限 紙 事務室
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

廃棄

世中 教務 学籍に関するもの 卒業生台帳（第40回生）
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

1988年度 1989年4月1日 無期限 紙 事務室
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

廃棄

世中 教務 学籍に関するもの 卒業生台帳（第41回生）
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

1989年度 1990年4月1日 無期限 紙 事務室
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

廃棄

世中 教務 学籍に関するもの 卒業生台帳（第42回生）
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

1990年度 1991年4月1日 無期限 紙 事務室
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

廃棄

世中 教務 学籍に関するもの 卒業生台帳（第43回生）
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

1991年度 1992年4月1日 無期限 紙 事務室
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

廃棄

世中 教務 学籍に関するもの 卒業生台帳（第44回生）
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

1992年度 1993年4月1日 無期限 紙 事務室
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

廃棄

世中 教務 学籍に関するもの 卒業生台帳（第45回生）
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

1993年度 1994年4月1日 無期限 紙 事務室
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

廃棄

世中 教務 学籍に関するもの 卒業生台帳（第46回生）
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

1994年度 1995年4月1日 無期限 紙 事務室
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

廃棄

世中 教務 学籍に関するもの 卒業生台帳（第47回生）
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

1995年度 1996年4月1日 無期限 紙 事務室
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

廃棄

世中 教務 学籍に関するもの 卒業生台帳（第48回生）
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

1996年度 1997年4月1日 無期限 紙 事務室
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

廃棄

世中 教務 学籍に関するもの 卒業生台帳（第49回生）
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

1997年度 1998年4月1日 無期限 紙 事務室
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

廃棄

世中 教務 学籍に関するもの 卒業生台帳（第50回生）
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

1998年度 1999年4月1日 無期限 紙 事務室
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

廃棄

世中 教務 学籍に関するもの 卒業生台帳（第51回生）
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

1999年度 2000年4月1日 無期限 紙 事務室
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

廃棄

世中 教務 学籍に関するもの 卒業生台帳（第52回生）
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

2000年度 2001年4月1日 無期限 紙 事務室
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

廃棄

世中 教務 学籍に関するもの 卒業生台帳（第53回生）
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

2001年度 2002年4月1日 無期限 紙 事務室
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

廃棄

世中 教務 学籍に関するもの 卒業生台帳（第54回生）
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

2002年度 2003年4月1日 無期限 紙 事務室
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

廃棄

世中 教務 学籍に関するもの 卒業生台帳（第55回生）
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

2003年度 2004年4月1日 無期限 紙 事務室
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

廃棄

世中 教務 学籍に関するもの 卒業生台帳（第56回生）
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

2004年度 2005年4月1日 無期限 紙 事務室
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

廃棄

世中 教務 学籍に関するもの 卒業生台帳（第57回生）
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

2005年度 2006年4月1日 無期限 紙 事務室
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

廃棄

世中 教務 学籍に関するもの 卒業生台帳（第58回生）
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

2006年度 2007年4月1日 無期限 紙 事務室
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

廃棄

世中 教務 学籍に関するもの 卒業生台帳（第59回生）
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

2007年度 2008年4月1日 無期限 紙 事務室
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

廃棄

世中 教務 学籍に関するもの 卒業生台帳（第60回生）
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

2008年度 2009年4月1日 無期限 紙 事務室
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

廃棄

世中 教務 学籍に関するもの 卒業生台帳（第61回生）
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

2009年度 2010年4月1日 無期限 紙 事務室
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

廃棄

世中 教務 学籍に関するもの 卒業生台帳（第62回生）
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

2010年度 2011年4月1日 無期限 紙 事務室
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

廃棄

世中 教務 学籍に関するもの 卒業生台帳（第63回生）
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

2011年度 2012年4月1日 無期限 紙 事務室
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

廃棄

世中 教務 学籍に関するもの 卒業生台帳（第64回生）
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

2012年度 2013年4月1日 無期限 紙 事務室
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

廃棄

世中 教務 学籍に関するもの 卒業生台帳（第65回生）
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

2013年度 2014年4月1日 無期限 紙 事務室
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

廃棄

世中 教務 学籍に関するもの 卒業生台帳（第66回生）
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

2014年度 2015年4月1日 無期限 紙 事務室
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

廃棄

世中 教務 学籍に関するもの 卒業生台帳（第67回生）
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

2015年度 2016年4月1日 無期限 紙 事務室
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

廃棄

世中 教務 学籍に関するもの 卒業生台帳（第68回生）
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

2016年度 2017年4月1日 無期限 紙 事務室
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

廃棄

世中 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成13年度出勤簿（非常勤）
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

2001年度 2002年4月1日 無期限 紙 事務室
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

廃棄

世中 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成14年度出勤簿（非常勤）
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

2002年度 2003年4月1日 無期限 紙 事務室
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

廃棄

世中 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成16年度出勤簿（非常勤）
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

2004年度 2005年4月1日 無期限 紙 事務室
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

廃棄

世中 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成17年度非常勤職員出勤簿
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

2005年度 2006年4月1日 無期限 紙 事務室
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

廃棄

世中 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成18年度非常勤職員出勤簿
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

2006年度 2007年4月1日 無期限 紙 事務室
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

廃棄

世中 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成19年度非常勤職員出勤簿
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

2007年度 2008年4月1日 無期限 紙 事務室
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

廃棄

世中 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成20年度非常勤職員出勤簿
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

2008年度 2009年4月1日 無期限 紙 事務室
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

廃棄

世中 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成21年度非常勤職員出勤簿
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

2009年度 2010年4月1日 無期限 紙 事務室
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

廃棄

世中 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成22年度非常勤職員出勤簿
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

2010年度 2011年4月1日 無期限 紙 事務室
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

廃棄

世中 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成23年度非常勤職員出勤簿
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

2011年度 2012年4月1日 無期限 紙 事務室
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

廃棄

世中 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成24年度非常勤職員出勤簿
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

2012年度 2013年4月1日 無期限 紙 事務室
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

廃棄

世中 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成25年度非常勤職員出勤簿
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

2013年度 2014年4月1日 無期限 紙 事務室
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

廃棄

世中 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成26年度非常勤職員出勤簿
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

2014年度 2015年4月1日 無期限 紙 事務室
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

廃棄
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世中 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成27年度非常勤職員出勤簿
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

2015年度 2016年4月1日 無期限 紙 事務室
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

廃棄

世中 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成28年度非常勤職員出勤簿
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

2016年度 2017年4月1日 無期限 紙 事務室
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

廃棄

世中 人事 採用等に関するもの 人事関係（平成13年度）
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

2001年度 2002年4月1日 無期限 紙 事務室
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

廃棄

世中 人事 採用等に関するもの 人事関係（平成14年度）
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

2002年度 2003年4月1日 無期限 紙 事務室
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

廃棄

世中 人事 採用等に関するもの 人事関係（平成15年度）
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

2003年度 2004年4月1日 無期限 紙 事務室
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

廃棄

世中 人事 採用等に関するもの 人事関係（平成16年度）
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

2004年度 2005年4月1日 無期限 紙 事務室
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

廃棄

世中 人事 採用等に関するもの 人事関係（平成17年度）
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

2005年度 2006年4月1日 無期限 紙 事務室
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

廃棄

世中 人事 採用等に関するもの 人事関係（平成18年度）
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

2006年度 2007年4月1日 無期限 紙 事務室
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

廃棄

世中 人事 採用等に関するもの 人事関係（平成19年度）
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

2007年度 2008年4月1日 無期限 紙 事務室
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

廃棄

世中 人事 採用等に関するもの 人事関係（平成20年度）
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

2008年度 2009年4月1日 無期限 紙 事務室
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

廃棄

世中 人事 採用等に関するもの 人事関係（平成21年度）
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

2009年度 2010年4月1日 無期限 紙 事務室
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

廃棄

世中 人事 採用等に関するもの 人事関係（平成22年度）
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

2010年度 2011年4月1日 無期限 紙 事務室
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

廃棄

世中 人事 採用等に関するもの 人事関係（平成23年度）
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

2011年度 2012年4月1日 無期限 紙 事務室
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

廃棄

世中 人事 採用等に関するもの 人事関係（平成24年度）
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

2012年度 2013年4月1日 無期限 紙 事務室
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

廃棄

世中 人事 採用等に関するもの 人事関係（平成25年度）
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

2013年度 2014年4月1日 無期限 紙 事務室
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

廃棄

世中 人事 採用等に関するもの 人事関係（平成26年度）
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

2014年度 2015年4月1日 無期限 紙 事務室
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

廃棄

世中 人事 採用等に関するもの 人事関係（平成27年度）
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

2015年度 2016年4月1日 無期限 紙 事務室
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

廃棄

世中 人事 採用等に関するもの 人事関係（平成28年度）
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

2016年度 2017年4月1日 無期限 紙 事務室
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

廃棄

世中 附属学校
指導要録（学籍に関する記
録）

指導要録（学籍に関する記録）（56回生） 附属世田谷中学校長 2002年度 2003年4月1日 20年 2022年度末 紙 会議室金庫 附属世田谷中学校長 廃棄

世中 附属学校
指導要録（学籍に関する記
録）

指導要録（学籍に関する記録）（57回生）
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

2003年度 2004年4月1日 20年 2023年度末 紙 会議室金庫 附属世田谷中学校長 廃棄

世中 附属学校
指導要録（学籍に関する記
録）

指導要録（学籍に関する記録）（58回生） 附属世田谷中学校長 2004年度 2005年4月1日 20年 2024年度末 紙 会議室金庫 附属世田谷中学校長 廃棄

世中 附属学校
指導要録（学籍に関する記
録）

指導要録（学籍に関する記録）（59回生） 東京学芸大学附属世田谷中学校長 2005年度 2006年4月1日 20年 2025年度末 紙 会議室金庫 附属世田谷中学校長 廃棄

世中 附属学校
指導要録（学籍に関する記
録）

指導要録（学籍に関する記録）（60回生） 附属世田谷中学校長 2006年度 2007年4月1日 20年 2026年度末 紙 会議室金庫 附属世田谷中学校長 廃棄

世中 附属学校
指導要録（学籍に関する記
録）

指導要録（学籍に関する記録）（61回生） 附属世田谷中学校長 2007年度 2008年4月1日 20年 2027年度末 紙 会議室金庫 附属世田谷中学校長 廃棄

世中 附属学校
指導要録（学籍に関する記
録）

指導要録（学籍に関する記録）（62回生） 附属世田谷中学校長 2008年度 2009年4月1日 20年 2028年度末 紙 会議室金庫 附属世田谷中学校長 廃棄

世中 附属学校
指導要録（学籍に関する記
録）

指導要録（学籍に関する記録）（63回生） 附属世田谷中学校長 2009年度 2010年4月1日 20年 2029年度末 紙 会議室金庫 附属世田谷中学校長 廃棄

世中 附属学校
指導要録（学籍に関する記
録）

指導要録（学籍に関する記録）（64回生） 附属世田谷中学校長 2010年度 2011年4月1日 20年 2030年度末 紙 会議室金庫 附属世田谷中学校長 廃棄

世中 附属学校
指導要録（学籍に関する記
録）

指導要録（学籍に関する記録）（65回生） 附属世田谷中学校長 2011年度 2012年4月1日 20年 2031年度末 紙 会議室金庫 附属世田谷中学校長 廃棄

世中 附属学校
指導要録（学籍に関する記
録）

指導要録（学籍に関する記録）（66回生） 附属世田谷中学校長 2012年度 2013年4月1日 20年 2032年度末 紙 会議室金庫 附属世田谷中学校長 廃棄

世中 附属学校
指導要録（学籍に関する記
録）

指導要録（学籍に関する記録）（67回生） 附属世田谷中学校長 2013年度 2014年4月1日 20年 2033年度末 紙 会議室金庫 附属世田谷中学校長 廃棄

世中 附属学校
指導要録（学籍に関する記
録）

指導要録（学籍に関する記録）（68回生） 附属世田谷中学校長 2014年度 2015年4月1日 20年 2034年度末 紙 会議室金庫 附属世田谷中学校長 廃棄

世中 附属学校
指導要録（学籍に関する記
録）

指導要録（学籍に関する記録）（69回生） 附属世田谷中学校長 2015年度 2016年4月1日 20年 2035年度末 紙 会議室金庫 附属世田谷中学校長 廃棄

世中 附属学校
指導要録（学籍に関する記
録）

指導要録（学籍に関する記録）（70回生） 附属世田谷中学校長 2016年度 2017年4月1日 20年 2036年度末 紙 会議室金庫 附属世田谷中学校長 廃棄

世中 会計 資産台帳 資産台帳
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

2004年度 2005年4月1日 無期限 紙 事務室
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

廃棄

世中 会計
物品管理に関するものであっ
て，5年保存が必要であるもの

物品供用簿
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

2002年度 2003年4月1日 無期限 紙 事務室
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

廃棄

世中 教務 学籍に関するもの 卒業生台帳（第69回生）
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

2017年度 2018年4月1日 無期限 紙 事務室
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

廃棄

世中 人事 勤務時間記録簿 平成29年度勤務時間記録簿（常勤）
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

2017年度 2018年4月1日 無期限 紙 事務室
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

廃棄

世中 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成29年度非常勤職員出勤簿
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

廃棄

世中 人事 採用等に関するもの 人事関係（平成29年度）
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

2017年度 2018年4月1日 無期限 紙 事務室
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

廃棄

世中 教務
健康診断表,，相談記録等生
徒の健康管理に関するもので
重要なもの

健康の記録（71回生）
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 保健室 附属世田谷中学校養護教諭 廃棄

世中 教務
健康診断表,，相談記録等生
徒の健康管理に関するもので
重要なもの

健康診断票(71回生）
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 保健室 附属世田谷中学校養護教諭 廃棄

世中 教務
健康診断表,，相談記録等生
徒の健康管理に関するもので
重要なもの

保健調査票（71回生）
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 保健室 附属世田谷中学校養護教諭 廃棄

世中 附属学校
教科書採択・無償給与関係文
書

教科書関係（平成29年度）
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

2017年 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

廃棄

世中 附属学校
指導要録（学籍に関する記
録）

指導要録（学籍に関する記録）（71回生） 附属世田谷中学校長 2017年 2018年4月1日 20年 2037年度末 紙 会議室金庫 附属世田谷中学校長 廃棄

世中 人事 勤務時間記録簿 振替簿（平成29年度）
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

廃棄

世中 人事
諸手当に関するもの（届出・認
定簿）

特殊勤務手当実績および整理簿（平成29年度）
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

廃棄

世中 会計 物品購入依頼書 物品購入依頼書（平成29年度）
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

廃棄

世中 管理・運営 学校要覧 平成29年度学校要覧
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

廃棄

世中 会計 旅行命令簿 公務外出（都内）申請書（平成29年度）
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

廃棄

世中 会計 旅行命令簿 旅行命令・依頼伺（平成29年度）
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

廃棄

世中 教務 学籍に関するもの 卒業生台帳（第70回生）
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

2018年度 2019年4月1日 無期限 紙 事務室
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

廃棄

世中 人事 勤務時間記録簿 平成30年度勤務時間記録簿（常勤）
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

2018年度 2019年4月1日 5年 2023年末 紙 事務室
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

廃棄

世中 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成30年度非常勤職員出勤簿
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

2018年度 2019年4月1日 無期限 紙 事務室
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

廃棄

世中 人事 採用等に関するもの 人事関係（平成30年度）
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

2018年度 2019年4月1日 無期限 紙 事務室
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

廃棄

世中 教務
健康診断表,，相談記録等生
徒の健康管理に関するもので
重要なもの

健康の記録（72回生）
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 保健室 附属世田谷中学校養護教諭 廃棄

世中 教務
健康診断表,，相談記録等生
徒の健康管理に関するもので
重要なもの

健康診断票(72回生）
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 保健室 附属世田谷中学校養護教諭 廃棄

世中 教務
健康診断表,，相談記録等生
徒の健康管理に関するもので
重要なもの

保健調査票（72回生）
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 保健室 附属世田谷中学校養護教諭 廃棄

世中 附属学校
教科書採択・無償給与関係文
書

教科書関係（平成30年度）
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

2018年 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

廃棄

世中 附属学校
指導要録（学籍に関する記
録）

指導要録（学籍に関する記録）（72回生） 附属世田谷中学校長 2018年 2019年4月1日 20年 2038年度末 紙 会議室金庫 附属世田谷中学校長 廃棄

世中 人事 勤務時間記録簿 振替簿（平成30年度）
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

廃棄

世中 人事
諸手当に関するもの（届出・認
定簿）

特殊勤務手当実績および整理簿（平成30年度）
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

2018年度 2019年4月1日
支給要件喪失後5
年

2023年度末 紙 事務室
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

廃棄
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世中 附属学校
指導要録（指導に関する記
録）

生徒指導資料（72回生） 保護者 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 校長室 附属世田谷中学校長 廃棄

世中 教務 生徒の在籍に関するもの 転退学届（平成30年度） 転退学生徒・保護者 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

廃棄

世中 会計 物品購入依頼書 物品購入依頼書（平成30年度）
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

廃棄

世中 管理・運営 学校要覧 平成30年度学校要覧
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

廃棄

世中 会計 旅行命令簿 公務外出（都内）申請書（平成30年度）
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

廃棄

世中 会計 旅行命令簿 旅行命令・依頼伺（平成30年度）
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

廃棄

世中 教務 学籍に関するもの 卒業生台帳（第71回生）
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

2019年度 2020年4月1日 無期限 紙 事務室
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

廃棄

世中 人事 勤務時間記録簿 令和元年度勤務時間記録簿（常勤）
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

2019年度 2020年4月1日 5年 2024年末 紙 事務室
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

廃棄

世中 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

令和元年度非常勤職員出勤簿
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

2019年度 2020年4月1日 無期限 紙 事務室
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

廃棄

世中 人事 採用等に関するもの 人事関係（令和元年度）
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

2019年度 2020年4月1日 無期限 紙 事務室
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

廃棄

世中 人事 採用等に関するもの（非常勤） 非常勤関係（令和元年度）
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

2019年度 2020年4月1日 3年 2022年度末 紙 事務室
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

廃棄

世中 教務
健康診断表,，相談記録等生
徒の健康管理に関するもので
重要なもの

健康の記録（73回生） 附属世田谷中学校養護教諭 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 保健室 附属世田谷中学校養護教諭 廃棄

世中 教務
健康診断表,，相談記録等生
徒の健康管理に関するもので
重要なもの

健康診断票(73回生） 附属世田谷中学校養護教諭 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 保健室 附属世田谷中学校養護教諭 廃棄

世中 教務
健康診断表,，相談記録等生
徒の健康管理に関するもので
重要なもの

保健調査票（73回生） 附属世田谷中学校養護教諭 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 保健室 附属世田谷中学校養護教諭 廃棄

世中 人事
休暇簿等の給与簿に関するも
の

令和元年度非常勤職員休暇簿
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

2019年度 2020年4月1日 3年 2022年度末 紙 事務室
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

廃棄

世中 人事
休暇簿等の給与簿に関するも
の

超過勤務命令簿（令和元年度）
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

2019年度 2020年4月1日 3年 2022年度末 紙 事務室
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

廃棄

世中 人事
休暇簿等の給与簿に関するも
の

令和元年度休暇簿（年次休暇）
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

2019年度 2020年4月1日 3年 2022年度末 紙 事務室
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

廃棄

世中 人事
休暇簿等の給与簿に関するも
の

令和元年休暇簿（病気・特別休暇）
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

2019年度 2020年4月1日 3年 2022年度末 紙 事務室
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

廃棄

世中 附属学校
教科書採択・無償給与関係文
書

教科書関係（令和元年度）
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

廃棄

世中 附属学校 教官会議事録 議事録（令和元年度） 附属世田谷中学校長 2019年度 2020年4月1日 3年 2022年度末 紙 会議室金庫 附属世田谷中学校長 廃棄

世中 附属学校
指導要録（学籍に関する記
録）

指導要録（学籍に関する記録）（73回生） 附属世田谷中学校長 2019年度 2020年4月1日 20年 2039年度末 紙 会議室金庫 附属世田谷中学校長 廃棄

世中 人事 勤務時間記録簿 振替簿（令和元年度）
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

廃棄

世中 人事
諸手当に関するもの（届出・認
定簿）

特殊勤務手当実績および整理簿（令和元年度）
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

2019年度 2020年4月1日
支給要件喪失後5
年

2024年度末 紙 事務室
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

廃棄

世中 附属学校
指導要録（指導に関する記
録）

生徒指導資料（73回生） 保護者 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 校長室 附属世田谷中学校長 廃棄

世中 教務 生徒の在籍に関するもの 転退学届（令和元年度） 転退学生徒・保護者 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

廃棄

世中 会計 物品購入依頼書 物品購入依頼書（令和元年度）
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

廃棄

世中 管理・運営 学校要覧 令和元年度学校要覧
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

廃棄

世中 会計 旅行命令簿 公務外出（都内）申請書（令和元年度）
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

廃棄

世中 会計 旅行命令簿 旅行命令・依頼伺（令和元年度）
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

廃棄

世中 教務 学籍に関するもの 卒業生台帳（第72回生）
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

2020年度 2021年4月1日 無期限 紙 事務室
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

廃棄

世中 人事 勤務時間記録簿 令和２年度勤務時間記録簿（常勤）
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

2020年度 2021年4月1日 5年 2025年末 紙 事務室
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

廃棄

世中 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

令和２年度非常勤職員出勤簿
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

2020年度 2021年4月1日 無期限 紙 事務室
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

廃棄

世中 人事 採用等に関するもの 人事関係（令和２年度）
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

2020年度 2021年4月1日 無期限 紙 事務室
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

廃棄

世中 人事 採用等に関するもの（非常勤） 非常勤関係（令和２年度）
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

2020年度 2021年4月1日 3年 2023年度末 紙 事務室
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

廃棄

世中 教務
健康診断表,，相談記録等生
徒の健康管理に関するもので
重要なもの

健康の記録（74回生）
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 保健室 附属世田谷中学校養護教諭 廃棄

世中 教務
健康診断表,，相談記録等生
徒の健康管理に関するもので
重要なもの

健康診断票(74回生）
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 保健室 附属世田谷中学校養護教諭 廃棄

世中 教務
健康診断表,，相談記録等生
徒の健康管理に関するもので
重要なもの

保健調査票（74回生）
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 保健室 附属世田谷中学校養護教諭 廃棄

世中 人事
休暇簿等の給与簿に関するも
の

令和２年度非常勤職員休暇簿
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

2020年度 2021年4月1日 3年 2023年度末 紙 事務室
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

廃棄

世中 人事
休暇簿等の給与簿に関するも
の

超過勤務命令簿（令和２年度）
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

2020年度 2021年4月1日 3年 2023年度末 紙 事務室
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

廃棄

世中 人事
休暇簿等の給与簿に関するも
の

令和２年度休暇簿（年次休暇）
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

2020年度 2021年4月1日 3年 2023年度末 紙 事務室
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

廃棄

世中 人事
休暇簿等の給与簿に関するも
の

令和２年休暇簿（病気・特別休暇）
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

2020年度 2021年4月1日 3年 2023年度末 紙 事務室
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

廃棄

世中 附属学校
教科書採択・無償給与関係文
書

教科書関係（令和２年度）
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

廃棄

世中 附属学校 教官会議事録 議事録（令和２年度） 附属世田谷中学校長 2020年度 2021年4月1日 3年 2023年度末 紙 会議室金庫 附属世田谷中学校長 廃棄

世中 附属学校
指導要録（学籍に関する記
録）

指導要録（学籍に関する記録）（74回生） 附属世田谷中学校長 2020年度 2021年4月1日 20年 2040年度末 紙 会議室金庫 附属世田谷中学校長 廃棄

世中 附属学校 指導要録抄本 児童指導要録（74回生） 卒業小学校長 2020年度 2021年4月1日 在学中 2022年度末 紙 公務室金庫 附属世田谷中学校長 廃棄

世中 附属学校 出席簿 出席簿（令和２年度） 各クラス担任 2020年度 2021年4月1日 在学中 2022年度末 紙 会議室金庫 附属世田谷中学校長 廃棄

世中 人事 勤務時間記録簿 振替簿（令和２年度）
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

廃棄

世中 人事
諸手当に関するもの（届出・認
定簿）

特殊勤務手当実績および整理簿（令和２年度）
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

廃棄

世中 附属学校
指導要録（指導に関する記
録）

生徒指導資料（74回生） 保護者 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 校長室 附属世田谷中学校長 廃棄

世中 教務 生徒の在籍に関するもの 転退学届（令和２年度） 転退学生徒・保護者 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

廃棄

世中 会計 物品購入依頼書 物品購入依頼書（令和２年度）
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

廃棄

世中 管理・運営 学校要覧 令和２年度学校要覧
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

廃棄

世中 会計 旅行命令簿 公務外出（都内）申請書（令和２年度）
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

廃棄

世中 会計 旅行命令簿 旅行命令・依頼伺（令和２年度）
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

廃棄

世中 教務 学籍に関するもの 卒業生台帳（第74回生）
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

2021年度 2022年4月1日 無期限 紙 事務室
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

廃棄

世中 人事 勤務時間記録簿 令和３年度勤務時間記録簿（常勤）
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

2021年度 2022年4月1日 5年 2026年末 紙 事務室
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

廃棄

世中 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

令和３年度非常勤職員出勤簿
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

2021年度 2022年4月1日 無期限 紙 事務室
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

廃棄

世中 人事 採用等に関するもの 人事関係（令和３年度）
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

2021年度 2022年4月1日 無期限 紙 事務室
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

廃棄

世中 人事 採用等に関するもの（非常勤） 非常勤関係（令和３年度）
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

2021年度 2022年4月1日 3年 2024年度末 紙 事務室
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

廃棄

世中 教務
健康診断表,，相談記録等生
徒の健康管理に関するもので
重要なもの

健康の記録（75回生）
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 保健室 附属世田谷中学校養護教諭 廃棄

世中 教務
健康診断表,，相談記録等生
徒の健康管理に関するもので
重要なもの

健康診断票(75回生）
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 保健室 附属世田谷中学校養護教諭 廃棄

93/190



法人文書ファイル管理簿データ（全学）

部局名 １）大分類 ２）中分類 ３）小分類（法人文書ファイル名） ４）作成・取得者
５）作成・取得年度
等

６）起算日 ７）保存期間
８）保存期間
    満了時期

９）媒体の種別 10）保存場所 11）管理担当課・係
12)保存期間満
了時の措置

備考

世中 教務
健康診断表,，相談記録等生
徒の健康管理に関するもので
重要なもの

保健調査票（75回生）
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 保健室 附属世田谷中学校養護教諭 廃棄

世中 人事
休暇簿等の給与簿に関するも
の

令和3年度非常勤職員休暇簿
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

2021年度 2022年4月1日 3年 2024年度末 紙 事務室
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

廃棄

世中 人事
休暇簿等の給与簿に関するも
の

超過勤務命令簿（令和3年度）
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

2021年度 2022年4月1日 3年 2024年度末 紙 事務室
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

廃棄

世中 人事
休暇簿等の給与簿に関するも
の

令和3年度休暇簿（年次休暇）
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

2021年度 2022年4月1日 3年 2024年度末 紙 事務室
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

廃棄

世中 人事
休暇簿等の給与簿に関するも
の

令和3年休暇簿（病気・特別休暇）
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

2021年度 2022年4月1日 3年 2024年度末 紙 事務室
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

廃棄

世中 附属学校
教科書採択・無償給与関係文
書

教科書関係（令和３年度）
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

廃棄

世中 附属学校 教官会議事録 議事録（令和３年度） 附属世田谷中学校長 2021年度 2022年4月1日 3年 2024年度末 紙 会議室金庫 附属世田谷中学校長 廃棄

世中 附属学校
指導要録（学籍に関する記
録）

指導要録（学籍に関する記録）（75回生） 附属世田谷中学校長 2021年度 2022年4月1日 20年 2041年度末 紙 会議室金庫 附属世田谷中学校長 廃棄

世中 附属学校 指導要録抄本 児童指導要録（75回生） 卒業小学校長 2021年度 2022年4月1日 在学中 2023年度末 紙 公務室金庫 附属世田谷中学校長 廃棄

世中 附属学校 出席簿 出席簿（令和３年度） 各クラス担任 2021年度 2022年4月1日 在学中 2023年度末 紙 会議室金庫 附属世田谷中学校長 廃棄

世中 人事 勤務時間記録簿 振替簿（令和３年度）
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

廃棄

世中 人事
諸手当に関するもの（届出・認
定簿）

特殊勤務手当実績および整理簿（令和３年度）
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

廃棄

世中 附属学校
指導要録（指導に関する記
録）

生徒指導資料（7５回生） 保護者 2021年度 2022年4月1日 3年 2024年度末 紙 校長室 附属世田谷中学校長 廃棄

世中 教務 生徒の在籍に関するもの 転退学届（令和３年度） 転退学生徒・保護者 2021年度 2022年4月1日 3年 2024年度末 紙 事務室
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

廃棄

世中 会計 物品購入依頼書 物品購入依頼書（令和３年度）
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

廃棄

世中 管理・運営 学校要覧 令和３年度学校要覧
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

廃棄

世中 会計 旅行命令簿 用務外出申請書（令和３年度）
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

廃棄

世中 会計 旅行命令簿 旅行命令・依頼伺（令和３年度）
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室
総務部附属学校課世田谷地区事務係
（中学校担当）

廃棄

高校 附属学校
卒業証書発行台帳及び修了
証書発行台帳に関するもの

卒業証書台帳（1956年度 ～2019年度 ） 附属高等学校事務係 1956年度 1957年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課高等学校事務係 廃棄

高校 附属学校
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

出勤簿（非常勤講師）・勤務時間記録簿（非常勤職員）（2001年度
～2019年度 ）

附属高等学校事務係 2001年度 2002年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課高等学校事務係 廃棄

高校 附属学校
指導要録（学籍に関する記
録）

第49期 指導要録（学籍） 附属高等学校長 2004年度 2005年4月1日 20年 2024年度末 紙 教務室 附属高等学校長 廃棄

高校 附属学校 資産台帳 資産台帳 附属高等学校事務係 2005年度 2006年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課高等学校事務係 廃棄

高校 附属学校
指導要録（学籍に関する記
録）

第50期 指導要録（学籍） 附属高等学校長 2005年度 2006年4月1日 20年 2025年度末 紙 教務室 附属高等学校長 廃棄

高校 附属学校
指導要録（学籍に関する記
録）

第51期 指導要録（学籍） 附属高等学校長 2006年度 2007年4月1日 20年 2026年度末 紙 教務室 附属高等学校長 廃棄

高校 附属学校
指導要録（学籍に関する記
録）

第52期 指導要録（学籍） 附属高等学校長 2007年度 2008年4月1日 20年 2027年度末 紙 教務室 附属高等学校長 廃棄

高校 附属学校
指導要録（学籍に関する記
録）

第53期 指導要録（学籍） 附属高等学校長 2008年度 2009年4月1日 20年 2028年度末 紙 教務室 附属高等学校長 廃棄

高校 附属学校
指導要録（学籍に関する記
録）

第54期 指導要録（学籍） 附属高等学校長 2009年度 2010年4月1日 20年 2029年度末 紙 教務室 附属高等学校長 廃棄

高校 附属学校
指導要録（学籍に関する記
録）

第55期 指導要録（学籍） 附属高等学校長 2010年度 2011年4月1日 20年 2030年度末 紙 教務室 附属高等学校長 廃棄

高校 附属学校
指導要録（学籍に関する記
録）

第56期 指導要録（学籍） 附属高等学校長 2011年度 2012年4月1日 20年 2031年度末 紙 教務室 附属高等学校長 廃棄

高校 附属学校
指導要録（学籍に関する記
録）

第57期 指導要録（学籍） 附属高等学校長 2012年度 2013年4月1日 20年 2032年度末 紙 教務室 附属高等学校長 廃棄

高校 附属学校 現金出納簿 現金出納簿（預り金） 附属高等学校事務係 2012年度 2013年4月1日 10年 2022年度末 紙 事務室 総務部附属学校課高等学校事務係 廃棄

高校 附属学校
入学式，卒業式，学位記授与
式，その他本学が主催する記
念行事に関するもの

入学式・卒業式関係綴 附属高等学校事務係 2012年度 2013年4月1日 10年 2022年度末 紙 事務室 総務部附属学校課高等学校事務係 廃棄

高校 附属学校
指導要録（学籍に関する記
録）

第58期 指導要録（学籍） 附属高等学校長 2013年度 2014年4月1日 20年 2033年度末 紙 教務室 附属高等学校長 廃棄

高校 附属学校 現金出納簿 現金出納簿（預り金） 附属高等学校事務係 2013年度 2014年4月1日 10年 2023年度末 紙 事務室 総務部附属学校課高等学校事務係 廃棄

高校 附属学校
入学式，卒業式，学位記授与
式，その他本学が主催する記
念行事に関するもの

入学式・卒業式関係綴 附属高等学校事務係 2013年度 2014年4月1日 10年 2023年度末 紙 事務室 総務部附属学校課高等学校事務係 廃棄

高校 附属学校
指導要録（学籍に関する記
録）

第59期 指導要録（学籍） 附属高等学校長 2014年度 2015年4月1日 20年 2034年度末 紙 教務室 附属高等学校長 廃棄

高校 附属学校 現金出納簿 現金出納簿（預り金） 附属高等学校事務係 2014年度 2015年4月1日 10年 2024年度末 紙 事務室 総務部附属学校課高等学校事務係 廃棄

高校 附属学校
入学式，卒業式，学位記授与
式，その他本学が主催する記
念行事に関するもの

入学式・卒業式関係綴 附属高等学校事務係 2014年度 2015年4月1日 10年 2024年度末 紙 事務室 総務部附属学校課高等学校事務係 廃棄

高校 附属学校
指導要録（学籍に関する記
録）

第60期 指導要録（学籍） 附属高等学校長 2015年度 2016年4月1日 20年 2035年度末 紙 教務室 附属高等学校長 廃棄

高校 附属学校 現金出納簿 現金出納簿（預り金） 附属高等学校事務係 2015年度 2016年4月1日 10年 2025年度末 紙 事務室 総務部附属学校課高等学校事務係 廃棄

高校 附属学校
入学式，卒業式，学位記授与
式，その他本学が主催する記
念行事に関するもの

入学式・卒業式関係綴 附属高等学校事務係 2015年度 2016年4月1日 10年 2025年度末 紙 事務室 総務部附属学校課高等学校事務係 廃棄

高校 附属学校
指導要録（学籍に関する記
録）

第61期 指導要録（学籍） 附属高等学校長 2016年度 2017年4月1日 20年 2036年度末 紙 教務室 附属高等学校長 廃棄

高校 附属学校 現金出納簿 現金出納簿（預り金） 附属高等学校事務係 2016年度 2017年4月1日 10年 2026年度末 紙 事務室 総務部附属学校課高等学校事務係 廃棄

高校 附属学校
入学式，卒業式，学位記授与
式，その他本学が主催する記
念行事に関するもの

入学式・卒業式関係綴 附属高等学校事務係 2016年度 2017年4月1日 10年 2026年度末 紙 事務室 総務部附属学校課高等学校事務係 廃棄

高校 附属学校
指導要録（学籍に関する記
録）

第62期 指導要録（学籍） 附属高等学校長 2017年度 2018年4月1日 20年 2037年度末 紙 教務室 附属高等学校長 廃棄

高校 附属学校 現金出納簿 現金出納簿（預り金） 附属高等学校事務係 2017年度 2018年4月1日 10年 2027年度末 紙 事務室 総務部附属学校課高等学校事務係 廃棄

高校 附属学校
入学式，卒業式，学位記授与
式，その他本学が主催する記
念行事に関するもの

入学式・卒業式関係綴 附属高等学校事務係 2017年度 2018年4月1日 10年 2027年度末 紙 事務室 総務部附属学校課高等学校事務係 廃棄

高校 附属学校
指導要録（指導に関する記
録）

第62期 指導要録（指導） 附属高等学校長 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 教務室 附属高等学校長 廃棄

高校 附属学校
教科書採択・無償給与関係文
書

平成30年度 使用教科書一覧表 附属高等学校長 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 教務室 附属高等学校長 廃棄

高校 附属学校 出席簿 第62期 出席簿 附属高等学校長 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 教務室 附属高等学校長 廃棄 ※卒業後5年

高校 附属学校
健康診断表，学生相談記録等
学生の健康管理に関するもの
で重要なもの

平成29年度 健康診断通知関係綴 附属高等学校長 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 保健室 附属高等学校長 廃棄

高校 附属学校 勤務時間記録簿 平成29年度 勤務時間記録簿 附属高等学校事務係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 総務部附属学校課高等学校事務係 廃棄

高校 附属学校 勤務時間記録簿 平成29年度 勤務時間報告書 附属高等学校事務係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 総務部附属学校課高等学校事務係 廃棄

高校 附属学校 勤務時間報告書 平成29年度 勤務日及び勤務時間表 附属高等学校事務係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 総務部附属学校課高等学校事務係 廃棄

高校 附属学校
非常勤講師に関するもので
あって，5年保存が必要である
もの

非常勤講師関係文書綴 附属高等学校事務係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 総務部附属学校課高等学校事務係 廃棄

高校 附属学校
日本スポーツ振興センター関
係文書

平成29年度 日本スポーツ振興センター関係文書 附属高等学校事務係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 総務部附属学校課高等学校事務係 廃棄

高校 附属学校
就学支援金に関するもので
あって，5年保存が必要である
もの

平成29年度 就学支援金関係文書 附属高等学校事務係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 総務部附属学校課高等学校事務係 廃棄

高校 附属学校
債権発生通知及びこれに関す
る決裁文書

債権発生通知書（控） 附属高等学校事務係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 総務部附属学校課高等学校事務係 廃棄

高校 附属学校
生徒の身分に関するもので
あって，5年保存が必要である
もの

留学・休学・復学・退学願綴 附属高等学校事務係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 総務部附属学校課高等学校事務係 廃棄

高校 附属学校 各種統計調査に関するもの 平成29年度 学校基本調査 附属高等学校事務係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 総務部附属学校課高等学校事務係 廃棄

高校 附属学校
謝金に関するものであって，5
年保存が必要であるもの

平成29年度 諸謝金 附属高等学校事務係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 総務部附属学校課高等学校事務係 廃棄
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部局名 １）大分類 ２）中分類 ３）小分類（法人文書ファイル名） ４）作成・取得者
５）作成・取得年度
等

６）起算日 ７）保存期間
８）保存期間
    満了時期

９）媒体の種別 10）保存場所 11）管理担当課・係
12)保存期間満
了時の措置

備考

高校 附属学校 出張に関するもの 平成29年度 旅行命令・依頼伺 附属高等学校事務係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 総務部附属学校課高等学校事務係 廃棄

高校 附属学校 出張に関するもの 平成29年度 公務外出 附属高等学校事務係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 総務部附属学校課高等学校事務係 廃棄

高校 附属学校
役務契約に関するものであっ
て，5年保存が必要であるもの

役務関係契約依頼書綴 附属高等学校事務係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 総務部附属学校課高等学校事務係 廃棄

高校 附属学校
修繕に関するものであって，5
年保存が必要であるもの

修繕依頼書綴 附属高等学校事務係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 総務部附属学校課高等学校事務係 廃棄

高校 附属学校
産業廃棄物に関するもので
あって，5年保存が必要である
もの

産業廃棄物管理票 附属高等学校事務係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 総務部附属学校課高等学校事務係 廃棄

高校 附属学校
機械警備に関するものであっ
て，5年保存が必要であるもの

機械警備報告書綴 附属高等学校事務係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 総務部附属学校課高等学校事務係 廃棄

高校 附属学校
消防に関するものであって，5
年保存が必要であるもの

消防関係文書綴 附属高等学校事務係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 総務部附属学校課高等学校事務係 廃棄

高校 附属学校
消防設備等に関するもので
あって，5年保存が必要である
もの

消防設備等点検結果報告綴 附属高等学校事務係 2017年度 2018年1月1日 5年 2022年末 紙 事務室 総務部附属学校課高等学校事務係 廃棄

高校 附属学校
プール使用に関するもので
あって，5年保存が必要である
もの

プール使用計画関係綴 附属高等学校事務係 2017年度 2018年1月1日 5年 2022年末 紙 事務室 総務部附属学校課高等学校事務係 廃棄

高校 附属学校 休暇簿等に関するもの 平成29年休暇簿（年次休暇用） 附属高等学校事務係 2017年 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 総務部附属学校課高等学校事務係 廃棄

高校 附属学校 休暇簿等に関するもの 平成29年休暇簿（病気休暇・特別休暇用） 附属高等学校事務係 2017年 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 総務部附属学校課高等学校事務係 廃棄

高校 附属学校 休暇簿等に関するもの 平成29年度 特殊勤務手当簿 附属高等学校事務係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 総務部附属学校課高等学校事務係 廃棄

高校 附属学校
指導要録（学籍に関する記
録）

第63期 指導要録（学籍） 附属高等学校長 2018年度 2019年4月1日 20年 2038年度末 紙 教務室 附属高等学校長 廃棄

高校 附属学校 現金出納簿 現金出納簿（預り金） 附属高等学校事務係 2018年度 2019年4月1日 10年 2028年度末 紙 事務室 総務部附属学校課高等学校事務係 廃棄

高校 附属学校
入学式，卒業式，学位記授与
式，その他本学が主催する記
念行事に関するもの

入学式・卒業式関係綴 附属高等学校事務係 2018年度 2019年4月1日 10年 2028年度末 紙 事務室 総務部附属学校課高等学校事務係 廃棄

高校 附属学校
指導要録（指導に関する記
録）

第63期 指導要録（指導） 附属高等学校長 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 教務室 附属高等学校長 廃棄

高校 附属学校
教科書採択・無償給与関係文
書

平成31年度 使用教科書一覧表 附属高等学校長 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 教務室 附属高等学校長 廃棄

高校 附属学校 出席簿 第63期 出席簿 附属高等学校長 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 教務室 附属高等学校長 廃棄 ※卒業後5年

高校 附属学校
健康診断表，学生相談記録等
学生の健康管理に関するもの
で重要なもの

平成30年度 健康診断通知関係綴 附属高等学校長 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 保健室 附属高等学校長 廃棄

高校 附属学校 勤務時間記録簿 平成30年度 勤務時間記録簿 附属高等学校事務係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 総務部附属学校課高等学校事務係 廃棄

高校 附属学校 勤務時間記録簿 平成30年度 勤務時間報告書 附属高等学校事務係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 総務部附属学校課高等学校事務係 廃棄

高校 附属学校 勤務時間報告書 平成30年度 勤務日及び勤務時間表 附属高等学校事務係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 総務部附属学校課高等学校事務係 廃棄

高校 附属学校
非常勤講師に関するもので
あって，5年保存が必要である
もの

非常勤講師関係文書綴 附属高等学校事務係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 総務部附属学校課高等学校事務係 廃棄

高校 附属学校
日本スポーツ振興センター関
係文書

平成30年度 日本スポーツ振興センター関係文書 附属高等学校事務係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 総務部附属学校課高等学校事務係 廃棄

高校 附属学校
就学支援金に関するもので
あって，5年保存が必要である
もの

平成30年度 就学支援金関係文書 附属高等学校事務係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 総務部附属学校課高等学校事務係 廃棄

高校 附属学校
債権発生通知及びこれに関す
る決裁文書

債権発生通知書（控） 附属高等学校事務係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 総務部附属学校課高等学校事務係 廃棄

高校 附属学校
生徒の身分に関するもので
あって，5年保存が必要である
もの

留学・休学・復学・退学願綴 附属高等学校事務係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 総務部附属学校課高等学校事務係 廃棄

高校 附属学校 各種統計調査に関するもの 平成30年度 学校基本調査 附属高等学校事務係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 総務部附属学校課高等学校事務係 廃棄

高校 附属学校
謝金に関するものであって，5
年保存が必要であるもの

平成30年度 諸謝金 附属高等学校事務係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 総務部附属学校課高等学校事務係 廃棄

高校 附属学校 出張に関するもの 平成30年度 旅行命令・依頼伺 附属高等学校事務係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 総務部附属学校課高等学校事務係 廃棄

高校 附属学校 出張に関するもの 平成30年度 公務外出 附属高等学校事務係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 総務部附属学校課高等学校事務係 廃棄

高校 附属学校
役務契約に関するものであっ
て，5年保存が必要であるもの

役務関係契約依頼書綴 附属高等学校事務係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 総務部附属学校課高等学校事務係 廃棄

高校 附属学校
修繕に関するものであって，5
年保存が必要であるもの

修繕依頼書綴 附属高等学校事務係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 総務部附属学校課高等学校事務係 廃棄

高校 附属学校
産業廃棄物に関するもので
あって，5年保存が必要である
もの

産業廃棄物管理票 附属高等学校事務係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 総務部附属学校課高等学校事務係 廃棄

高校 附属学校
機械警備に関するものであっ
て，5年保存が必要であるもの

機械警備報告書綴 附属高等学校事務係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 総務部附属学校課高等学校事務係 廃棄

高校 附属学校
消防に関するものであって，5
年保存が必要であるもの

消防関係文書綴 附属高等学校事務係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 総務部附属学校課高等学校事務係 廃棄

高校 附属学校
消防設備等に関するもので
あって，5年保存が必要である
もの

消防設備等点検結果報告綴 附属高等学校事務係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 総務部附属学校課高等学校事務係 廃棄

高校 附属学校
プール使用に関するもので
あって，5年保存が必要である
もの

プール使用計画関係綴 附属高等学校事務係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 総務部附属学校課高等学校事務係 廃棄

高校 附属学校 休暇簿等に関するもの 平成30年　休暇簿（年次休暇用） 附属高等学校事務係 2018年 2019年1月1日 5年 2023年末 紙 事務室 総務部附属学校課高等学校事務係 廃棄

高校 附属学校 休暇簿等に関するもの 平成30年　休暇簿（病気休暇・特別休暇用） 附属高等学校事務係 2018年 2019年1月1日 5年 2023年末 紙 事務室 総務部附属学校課高等学校事務係 廃棄

高校 附属学校 休暇簿等に関するもの 平成30年度 特殊勤務手当簿 附属高等学校事務係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 総務部附属学校課高等学校事務係 廃棄

高校 附属学校
指導要録（学籍に関する記
録）

第64期 指導要録（学籍） 附属高等学校長 2019年度 2020年4月1日 20年 2039年度末 紙 教務室 附属高等学校長 廃棄

高校 附属学校 現金出納簿 現金出納簿（預り金） 附属高等学校事務係 2019年度 2020年4月1日 10年 2029年度末 紙 事務室 総務部附属学校課高等学校事務係 廃棄

高校 附属学校
入学式，卒業式，学位記授与
式，その他本学が主催する記
念行事に関するもの

入学式・卒業式関係綴 附属高等学校事務係 2019年度 2020年4月1日 10年 2029年度末 紙 事務室 総務部附属学校課高等学校事務係 廃棄

高校 附属学校
指導要録（指導に関する記
録）

第64期 指導要録（指導） 附属高等学校長 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 教務室 附属高等学校長 廃棄

高校 附属学校
教科書採択・無償給与関係文
書

令和２年度 使用教科書一覧表 附属高等学校長 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 教務室 附属高等学校長 廃棄

高校 附属学校 出席簿 第64期 出席簿 附属高等学校長 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 教務室 附属高等学校長 廃棄 ※卒業後5年

高校 附属学校
健康診断表，学生相談記録等
学生の健康管理に関するもの
で重要なもの

平成31年度・令和元年度 健康診断通知関係綴 附属高等学校長 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 保健室 附属高等学校長 廃棄

高校 附属学校 勤務時間記録簿 平成31年度・令和元年度 勤務時間記録簿 附属高等学校事務係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 総務部附属学校課高等学校事務係 廃棄

高校 附属学校 勤務時間記録簿 平成31年度・令和元年度 勤務時間報告書 附属高等学校事務係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 総務部附属学校課高等学校事務係 廃棄

高校 附属学校 勤務時間報告書 平成31年度・令和元年度 勤務日及び勤務時間表 附属高等学校事務係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 総務部附属学校課高等学校事務係 廃棄

高校 附属学校
非常勤講師に関するもので
あって，5年保存が必要である
もの

非常勤講師関係文書綴 附属高等学校事務係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 総務部附属学校課高等学校事務係 廃棄

高校 附属学校
日本スポーツ振興センター関
係文書

平成31年度・令和元年度 日本スポーツ振興センター関係文書 附属高等学校事務係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 総務部附属学校課高等学校事務係 廃棄

高校 附属学校
就学支援金に関するもので
あって，5年保存が必要である
もの

平成31年年度・令和元年度度 就学支援金関係文書 附属高等学校事務係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 総務部附属学校課高等学校事務係 廃棄

高校 附属学校
債権発生通知及びこれに関す
る決裁文書

債権発生通知書（控） 附属高等学校事務係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 総務部附属学校課高等学校事務係 廃棄

高校 附属学校
生徒の身分に関するもので
あって，5年保存が必要である
もの

留学・休学・復学・退学願綴 附属高等学校事務係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 総務部附属学校課高等学校事務係 廃棄

高校 附属学校 各種統計調査に関するもの 平成31年度・令和元年度 学校基本調査 附属高等学校事務係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 総務部附属学校課高等学校事務係 廃棄

高校 附属学校
謝金に関するものであって，5
年保存が必要であるもの

平成31度・令和元年度 諸謝金 附属高等学校事務係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 総務部附属学校課高等学校事務係 廃棄

高校 附属学校 出張に関するもの 平成31年度・令和元年度 旅行命令・依頼伺 附属高等学校事務係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 総務部附属学校課高等学校事務係 廃棄

高校 附属学校 出張に関するもの 平成31年度・令和元年度公務外出 附属高等学校事務係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 総務部附属学校課高等学校事務係 廃棄

高校 附属学校
役務契約に関するものであっ
て，5年保存が必要であるもの

役務関係契約依頼書綴 附属高等学校事務係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 総務部附属学校課高等学校事務係 廃棄
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法人文書ファイル管理簿データ（全学）

部局名 １）大分類 ２）中分類 ３）小分類（法人文書ファイル名） ４）作成・取得者
５）作成・取得年度
等

６）起算日 ７）保存期間
８）保存期間
    満了時期

９）媒体の種別 10）保存場所 11）管理担当課・係
12)保存期間満
了時の措置

備考

高校 附属学校
修繕に関するものであって，5
年保存が必要であるもの

修繕依頼書綴 附属高等学校事務係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 総務部附属学校課高等学校事務係 廃棄

高校 附属学校
産業廃棄物に関するもので
あって，5年保存が必要である
もの

産業廃棄物管理票 附属高等学校事務係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 総務部附属学校課高等学校事務係 廃棄

高校 附属学校
機械警備に関するものであっ
て，5年保存が必要であるもの

機械警備報告書綴 附属高等学校事務係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 総務部附属学校課高等学校事務係 廃棄

高校 附属学校
消防に関するものであって，5
年保存が必要であるもの

消防関係文書綴 附属高等学校事務係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 総務部附属学校課高等学校事務係 廃棄

高校 附属学校
消防設備等に関するもので
あって，5年保存が必要である
もの

消防設備等点検結果報告綴 附属高等学校事務係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 総務部附属学校課高等学校事務係 廃棄

高校 附属学校
プール使用に関するもので
あって，5年保存が必要である
もの

プール使用計画関係綴 附属高等学校事務係 2019年度 2020年1月1日 5年 2024年末 紙 事務室 総務部附属学校課高等学校事務係 廃棄

高校 附属学校 休暇簿等に関するもの 平成31年・令和元年　休暇簿（年次休暇用） 附属高等学校事務係 2019年 2020年1月1日 5年 2024年末 紙 事務室 総務部附属学校課高等学校事務係 廃棄

高校 附属学校 休暇簿等に関するもの 平成31年・令和元年　休暇簿（病気休暇・特別休暇用） 附属高等学校事務係 2019年 2020年4月1日 5年 2024年末 紙 事務室 総務部附属学校課高等学校事務係 廃棄

高校 附属学校 休暇簿等に関するもの 平成31年度 特殊勤務手当簿 附属高等学校事務係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 総務部附属学校課高等学校事務係 廃棄

高校 附属学校 調査書 第66期 調査書 附属高等学校長 2019年度 2020年4月1日 在学中 2022年度末 紙 教務室 附属高等学校長 廃棄

高校 附属学校 誓約書 第66期 誓約書 附属高等学校長 2019年度 2020年4月1日 在学中 2022年度末 紙 事務室 附属高等学校長 廃棄

高校 附属学校 研修に関するもの 平成31年度・令和元年度　研修願・同添付書類 附属高等学校事務係 2019年度 2020年4月1日 3年 2022年度末 紙 事務室 総務部附属学校課高等学校事務係 廃棄

高校 附属学校 海外渡航に関するもの 平成31年度・令和元年度 渡航届 附属高等学校事務係 2019年度 2020年4月1日 3年 2022年度末 紙 事務室 総務部附属学校課高等学校事務係 廃棄

高校 附属学校
入学試験監督等に関するもの
であって，3年保存が必要であ
るもの

入学試験監督等資料綴 附属高等学校長 2019年度 2020年4月1日 3年 2022年度末 紙 教務室 附属高等学校長 廃棄

高校 附属学校
入学試験に関するものであっ
て，3年保存が必要であるもの

入学試験関係文書綴 附属高等学校長 2019年度 2020年4月1日 3年 2022年度末 紙 教務室 附属高等学校長 廃棄

高校 附属学校
生徒の身分に関するもので
あって，3年保存が必要である
もの

平成31年度・令和元年度　在学証明書発行簿 附属高等学校事務係 2019年度 2020年4月1日 3年 2022年度末 紙 事務室 総務部附属学校課高等学校事務係 廃棄

高校 附属学校
生徒の身分に関するもので
あって，3年保存が必要である
もの

平成31年度・令和元年度　成績証明書発行簿 附属高等学校事務係 2019年度 2020年4月1日 3年 2022年度末 紙 事務室 総務部附属学校課高等学校事務係 廃棄

高校 附属学校
生徒の身分に関するもので
あって，3年保存が必要である
もの

平成31年度・令和元年度　卒業見込証明書発行簿 附属高等学校事務係 2019年度 2020年4月1日 3年 2022年度末 紙 事務室 総務部附属学校課高等学校事務係 廃棄

高校 附属学校
生徒の身分に関するもので
あって，3年保存が必要である
もの

平成31年度・令和元年度　卒業証明書発行簿 附属高等学校事務係 2019年度 2020年4月1日 3年 2022年度末 紙 事務室 総務部附属学校課高等学校事務係 廃棄

高校 附属学校
指導要録（学籍に関する記
録）

第65期 指導要録（学籍） 附属高等学校長 2020年度 2021年4月1日 20年 2040年度末 紙 教務室 附属高等学校長 廃棄

高校 附属学校 現金出納簿 現金出納簿（預り金） 附属高等学校事務係 2020年度 2021年4月1日 10年 2030年度末 紙 事務室 総務部附属学校課高等学校事務係 廃棄

高校 附属学校
入学式，卒業式，学位記授与
式，その他本学が主催する記
念行事に関するもの

入学式・卒業式関係綴 附属高等学校事務係 2020年度 2021年4月1日 10年 2030年度末 紙 事務室 総務部附属学校課高等学校事務係 廃棄

高校 附属学校
指導要録（指導に関する記
録）

第65期 指導要録（指導） 附属高等学校長 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 教務室 附属高等学校長 廃棄

高校 附属学校
教科書採択・無償給与関係文
書

令和３年度 使用教科書一覧表 附属高等学校長 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 教務室 附属高等学校長 廃棄

高校 附属学校 出席簿 第65期 出席簿 附属高等学校長 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 教務室 附属高等学校長 廃棄 ※卒業後5年

高校 附属学校
健康診断表，学生相談記録等
学生の健康管理に関するもの
で重要なもの

令和２年度 健康診断通知関係綴 附属高等学校長 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 保健室 附属高等学校長 廃棄

高校 附属学校 勤務時間記録簿 令和２年度 勤務時間記録簿 附属高等学校事務係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 総務部附属学校課高等学校事務係 廃棄

高校 附属学校 勤務時間記録簿 令和２年度 勤務時間報告書 附属高等学校事務係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 総務部附属学校課高等学校事務係 廃棄

高校 附属学校 勤務時間報告書 令和２年度 勤務日及び勤務時間表 附属高等学校事務係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 総務部附属学校課高等学校事務係 廃棄

高校 附属学校
非常勤講師に関するもので
あって，5年保存が必要である
もの

非常勤講師関係文書綴 附属高等学校事務係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 総務部附属学校課高等学校事務係 廃棄

高校 附属学校
日本スポーツ振興センター関
係文書

令和２年度 日本スポーツ振興センター関係文書 附属高等学校事務係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 総務部附属学校課高等学校事務係 廃棄

高校 附属学校
就学支援金に関するもので
あって，5年保存が必要である
もの

令和２年度度 就学支援金関係文書 附属高等学校事務係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 総務部附属学校課高等学校事務係 廃棄

高校 附属学校
債権発生通知及びこれに関す
る決裁文書

債権発生通知書（控） 附属高等学校事務係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 総務部附属学校課高等学校事務係 廃棄

高校 附属学校
生徒の身分に関するもので
あって，5年保存が必要である
もの

留学・休学・復学・退学願綴 附属高等学校事務係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 総務部附属学校課高等学校事務係 廃棄

高校 附属学校 各種統計調査に関するもの 令和２年度 学校基本調査 附属高等学校事務係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 総務部附属学校課高等学校事務係 廃棄

高校 附属学校
謝金に関するものであって，5
年保存が必要であるもの

令和２年度 諸謝金 附属高等学校事務係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 総務部附属学校課高等学校事務係 廃棄

高校 附属学校 出張に関するもの 令和２年度 旅行命令・依頼伺 附属高等学校事務係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 総務部附属学校課高等学校事務係 廃棄

高校 附属学校 出張に関するもの 令和２年度用務外出 附属高等学校事務係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 総務部附属学校課高等学校事務係 廃棄

高校 附属学校
役務契約に関するものであっ
て，5年保存が必要であるもの

役務関係契約依頼書綴 附属高等学校事務係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 総務部附属学校課高等学校事務係 廃棄

高校 附属学校
修繕に関するものであって，5
年保存が必要であるもの

修繕依頼書綴 附属高等学校事務係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 総務部附属学校課高等学校事務係 廃棄

高校 附属学校
産業廃棄物に関するもので
あって，5年保存が必要である
もの

産業廃棄物管理票 附属高等学校事務係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 総務部附属学校課高等学校事務係 廃棄

高校 附属学校
機械警備に関するものであっ
て，5年保存が必要であるもの

機械警備報告書綴 附属高等学校事務係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 総務部附属学校課高等学校事務係 廃棄

高校 附属学校
消防に関するものであって，5
年保存が必要であるもの

消防関係文書綴 附属高等学校事務係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 総務部附属学校課高等学校事務係 廃棄

高校 附属学校
消防設備等に関するもので
あって，5年保存が必要である
もの

消防設備等点検結果報告綴 附属高等学校事務係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 総務部附属学校課高等学校事務係 廃棄

高校 附属学校
プール使用に関するもので
あって，5年保存が必要である
もの

プール使用計画関係綴 附属高等学校事務係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年末 紙 事務室 総務部附属学校課高等学校事務係 廃棄

高校 附属学校 休暇簿等に関するもの 令和２年　休暇簿（年次休暇用） 附属高等学校事務係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年末 紙 事務室 総務部附属学校課高等学校事務係 廃棄

高校 附属学校 休暇簿等に関するもの 令和２年　休暇簿（病気休暇・特別休暇用） 附属高等学校事務係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年末 紙 事務室 総務部附属学校課高等学校事務係 廃棄

高校 附属学校 休暇簿等に関するもの 令和２年度 特殊勤務手当簿 附属高等学校事務係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 総務部附属学校課高等学校事務係 廃棄

高校 附属学校 調査書 第67期 調査書 附属高等学校長 2020年度 2021年4月1日 在学中 2023年度末 紙 教務室 附属高等学校長 廃棄

高校 附属学校 誓約書 第67期 誓約書 附属高等学校長 2020年度 2021年4月1日 在学中 2023年度末 紙 事務室 附属高等学校長 廃棄

高校 附属学校 研修に関するもの 令和２年度　研修願・同添付書類 附属高等学校事務係 2020年度 2021年4月1日 3年 2023年度末 紙 事務室 総務部附属学校課高等学校事務係 廃棄

高校 附属学校 海外渡航に関するもの 令和２年度 渡航届 附属高等学校事務係 2020年度 2021年4月1日 3年 2023年度末 紙 事務室 総務部附属学校課高等学校事務係 廃棄

高校 附属学校
入学試験監督等に関するもの
であって，3年保存が必要であ
るもの

入学試験監督等資料綴 附属高等学校長 2020年度 2021年4月1日 3年 2023年度末 紙 教務室 附属高等学校長 廃棄

高校 附属学校
入学試験に関するものであっ
て，3年保存が必要であるもの

入学試験関係文書綴 附属高等学校長 2020年度 2021年4月1日 3年 2023年度末 紙 教務室 附属高等学校長 廃棄

高校 附属学校
生徒の身分に関するもので
あって，3年保存が必要である
もの

令和２年度　在学証明書発行簿 附属高等学校事務係 2020年度 2021年4月1日 3年 2023年度末 紙 事務室 総務部附属学校課高等学校事務係 廃棄

高校 附属学校
生徒の身分に関するもので
あって，3年保存が必要である
もの

令和２年度　成績証明書発行簿 附属高等学校事務係 2020年度 2021年4月1日 3年 2023年度末 紙 事務室 総務部附属学校課高等学校事務係 廃棄

高校 附属学校
生徒の身分に関するもので
あって，3年保存が必要である
もの

令和２年度　卒業見込証明書発行簿 附属高等学校事務係 2020年度 2021年4月1日 3年 2023年度末 紙 事務室 総務部附属学校課高等学校事務係 廃棄

高校 附属学校
生徒の身分に関するもので
あって，3年保存が必要である
もの

令和２年度　卒業証明書発行簿 附属高等学校事務係 2020年度 2021年4月1日 3年 2023年度末 紙 事務室 総務部附属学校課高等学校事務係 廃棄

高校 附属学校
生徒の身分に関するもので
あって，1年保存が必要である
もの

令和２年度　学割発行台帳 附属高等学校事務係 2020年度 2021年4月1日 2年 2022年度末 紙 事務室 総務部附属学校課高等学校事務係 廃棄

高校 附属学校 現金収入関係 預り金受入・払出計算書 附属高等学校事務係 2020年度 2021年4月1日 2年 2022年度末 紙 事務室 総務部附属学校課高等学校事務係 廃棄

高校 附属学校
指導要録（学籍に関する記
録）

第67期 指導要録（学籍） 附属高等学校長 2021年度 2022年4月1日 20年 2041年度末 紙 教務室 附属高等学校長 廃棄
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部局名 １）大分類 ２）中分類 ３）小分類（法人文書ファイル名） ４）作成・取得者
５）作成・取得年度
等

６）起算日 ７）保存期間
８）保存期間
    満了時期

９）媒体の種別 10）保存場所 11）管理担当課・係
12)保存期間満
了時の措置

備考

高校 附属学校 現金出納簿 現金出納簿（預り金） 附属高等学校事務係 2021年度 2022年4月1日 10年 2031年度末 紙 事務室 総務部附属学校課高等学校事務係 廃棄

高校 附属学校
入学式，卒業式，学位記授与
式，その他本学が主催する記
念行事に関するもの

入学式・卒業式関係綴 附属高等学校事務係 2021年度 2022年4月1日 10年 2031年度末 紙 事務室 総務部附属学校課高等学校事務係 廃棄

高校 附属学校
指導要録（指導に関する記
録）

第66期 指導要録（指導） 附属高等学校長 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 教務室 附属高等学校長 廃棄

高校 附属学校
教科書採択・無償給与関係文
書

令和４年度 使用教科書一覧表 附属高等学校長 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 教務室 附属高等学校長 廃棄

高校 附属学校 出席簿 第66期 出席簿 附属高等学校長 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 教務室 附属高等学校長 廃棄 ※卒業後5年

高校 附属学校
健康診断表，学生相談記録等
学生の健康管理に関するもの
で重要なもの

令和３年度 健康診断通知関係綴 附属高等学校長 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 保健室 附属高等学校長 廃棄

高校 附属学校 勤務時間記録簿 令和３年度 勤務時間記録簿 附属高等学校事務係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 総務部附属学校課高等学校事務係 廃棄

高校 附属学校 勤務時間記録簿 令和３年度 勤務時間報告書 附属高等学校事務係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 総務部附属学校課高等学校事務係 廃棄

高校 附属学校 勤務時間報告書 令和３年度 勤務日及び勤務時間表 附属高等学校事務係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 総務部附属学校課高等学校事務係 廃棄

高校 附属学校
非常勤講師に関するもので
あって，5年保存が必要である
もの

非常勤講師関係文書綴 附属高等学校事務係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 総務部附属学校課高等学校事務係 廃棄

高校 附属学校
日本スポーツ振興センター関
係文書

令和３年度 日本スポーツ振興センター関係文書 附属高等学校事務係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 総務部附属学校課高等学校事務係 廃棄

高校 附属学校
就学支援金に関するもので
あって，5年保存が必要である
もの

令和３年度度 就学支援金関係文書 附属高等学校事務係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 総務部附属学校課高等学校事務係 廃棄

高校 附属学校
債権発生通知及びこれに関す
る決裁文書

債権発生通知書（控） 附属高等学校事務係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 総務部附属学校課高等学校事務係 廃棄

高校 附属学校
生徒の身分に関するもので
あって，5年保存が必要である
もの

留学・休学・復学・退学願綴 附属高等学校事務係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 総務部附属学校課高等学校事務係 廃棄

高校 附属学校 各種統計調査に関するもの 令和３年度 学校基本調査 附属高等学校事務係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 総務部附属学校課高等学校事務係 廃棄

高校 附属学校
謝金に関するものであって，5
年保存が必要であるもの

令和３年度 諸謝金 附属高等学校事務係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 総務部附属学校課高等学校事務係 廃棄

高校 附属学校 出張に関するもの 令和３年度 旅行命令・依頼伺 附属高等学校事務係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 総務部附属学校課高等学校事務係 廃棄

高校 附属学校 出張に関するもの 令和３年度用務外出 附属高等学校事務係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 総務部附属学校課高等学校事務係 廃棄

高校 附属学校
役務契約に関するものであっ
て，5年保存が必要であるもの

役務関係契約依頼書綴 附属高等学校事務係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 総務部附属学校課高等学校事務係 廃棄

高校 附属学校
修繕に関するものであって，5
年保存が必要であるもの

修繕依頼書綴 附属高等学校事務係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 総務部附属学校課高等学校事務係 廃棄

高校 附属学校
産業廃棄物に関するもので
あって，5年保存が必要である
もの

産業廃棄物管理票 附属高等学校事務係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 総務部附属学校課高等学校事務係 廃棄

高校 附属学校
機械警備に関するものであっ
て，5年保存が必要であるもの

機械警備報告書綴 附属高等学校事務係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 総務部附属学校課高等学校事務係 廃棄

高校 附属学校
消防に関するものであって，5
年保存が必要であるもの

消防関係文書綴 附属高等学校事務係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 総務部附属学校課高等学校事務係 廃棄

高校 附属学校
消防設備等に関するもので
あって，5年保存が必要である
もの

消防設備等点検結果報告綴 附属高等学校事務係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 総務部附属学校課高等学校事務係 廃棄

高校 附属学校
プール使用に関するもので
あって，5年保存が必要である
もの

プール使用計画関係綴 附属高等学校事務係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 総務部附属学校課高等学校事務係 廃棄

高校 附属学校 休暇簿等に関するもの 令和３年　休暇簿（年次休暇用） 附属高等学校事務係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 総務部附属学校課高等学校事務係 廃棄

高校 附属学校 休暇簿等に関するもの 令和３年　休暇簿（病気休暇・特別休暇用） 附属高等学校事務係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 総務部附属学校課高等学校事務係 廃棄

高校 附属学校 休暇簿等に関するもの 令和３年度 特殊勤務手当簿 附属高等学校事務係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 総務部附属学校課高等学校事務係 廃棄

高校 附属学校 調査書 第68期 調査書 附属高等学校長 2021年度 2022年4月1日 在学中 2024年度末 紙 教務室 附属高等学校長 廃棄

高校 附属学校 誓約書 第68期 誓約書 附属高等学校長 2021年度 2022年4月1日 在学中 2024年度末 紙 事務室 附属高等学校長 廃棄

高校 附属学校 研修に関するもの 令和３年度　研修願・同添付書類 附属高等学校事務係 2021年度 2022年4月1日 3年 2024年度末 紙 事務室 総務部附属学校課高等学校事務係 廃棄

高校 附属学校 海外渡航に関するもの 令和３年度 渡航届 附属高等学校事務係 2021年度 2022年4月1日 3年 2024年度末 紙 事務室 総務部附属学校課高等学校事務係 廃棄

高校 附属学校
入学試験監督等に関するもの
であって，3年保存が必要であ
るもの

入学試験監督等資料綴 附属高等学校長 2021年度 2022年4月1日 3年 2024年度末 紙 教務室 附属高等学校長 廃棄

高校 附属学校
入学試験に関するものであっ
て，3年保存が必要であるもの

入学試験関係文書綴 附属高等学校長 2021年度 2022年4月1日 3年 2024年度末 紙 教務室 附属高等学校長 廃棄

高校 附属学校
生徒の身分に関するもので
あって，3年保存が必要である
もの

令和３年度　在学証明書発行簿 附属高等学校事務係 2021年度 2022年4月1日 3年 2024年度末 紙 事務室 総務部附属学校課高等学校事務係 廃棄

高校 附属学校
生徒の身分に関するもので
あって，3年保存が必要である
もの

令和３年度　成績証明書発行簿 附属高等学校事務係 2021年度 2022年4月1日 3年 2024年度末 紙 事務室 総務部附属学校課高等学校事務係 廃棄

高校 附属学校
生徒の身分に関するもので
あって，3年保存が必要である
もの

令和３年度　卒業見込証明書発行簿 附属高等学校事務係 2021年度 2022年4月1日 3年 2024年度末 紙 事務室 総務部附属学校課高等学校事務係 廃棄

高校 附属学校
生徒の身分に関するもので
あって，3年保存が必要である
もの

令和３年度　卒業証明書発行簿 附属高等学校事務係 2021年度 2022年4月1日 3年 2024年度末 紙 事務室 総務部附属学校課高等学校事務係 廃棄

高校 附属学校
生徒の身分に関するもので
あって，1年保存が必要である
もの

令和３年度　学割発行台帳 附属高等学校事務係 2021年度 2022年4月1日 2年 2023年度末 紙 事務室 総務部附属学校課高等学校事務係 廃棄

高校 附属学校 現金収入関係 預り金受入・払出計算書 附属高等学校事務係 2021年度 2022年4月1日 2年 2023年度末 紙 事務室 総務部附属学校課高等学校事務係 廃棄

高校 附属学校 学内通知文書 令和３年度　文書管理簿 附属高等学校事務係 2021年度 2022年4月1日 1年 2022年度末 紙 事務室 総務部附属学校課高等学校事務係 廃棄

金幼 附属学校 指導要録(学籍に関する記録) 平成14年度幼児指導要録（学籍の記録） 附属幼稚園長 2002年度 2003年4月1日 20年 2022年度末 紙 書庫 附属幼稚園長 廃棄

金幼 附属学校 指導要録(学籍に関する記録) 平成15年度幼児指導要録（学籍の記録） 附属幼稚園長 2003年度 2004年4月1日 20年 2023年度末 紙 書庫 附属幼稚園長 廃棄

金幼 附属学校 指導要録(学籍に関する記録) 平成16年度幼児指導要録（学籍の記録） 附属幼稚園長 2004年度 2005年4月1日 20年 2024年度末 紙 書庫 附属幼稚園長 廃棄

金幼 附属学校 指導要録(学籍に関する記録) 平成17年度幼児指導要録（学籍の記録） 附属幼稚園長 2005年度 2006年4月1日 20年 2025年度末 紙 書庫 附属幼稚園長 廃棄

金幼 附属学校 指導要録(学籍に関する記録) 平成18年度幼児指導要録（学籍の記録） 附属幼稚園長 2006年度 2007年4月1日 20年 2026年度末 紙 書庫 附属幼稚園長 廃棄

金幼 会計 資産台帳 平成18年度資産台帳 附属学校課（小金井地区事務係） 2006年度 2007年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課小金井地区事務係 廃棄

金幼 教務 修了台帳 平成18年度修了台帳 附属幼稚園長 2006年度 2007年4月1日 無期限 紙 書庫 附属幼稚園長 廃棄

金幼 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成18年度出勤簿（非常勤） 附属学校課（小金井地区事務係） 2006年度 2007年4月1日 無期限 紙 書庫 総務部附属学校課小金井地区事務係 廃棄

金幼 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成18年度出勤簿（非常勤） 附属学校課（小金井地区事務係） 2006年度 2007年4月1日 無期限 紙 書庫 総務部附属学校課小金井地区事務係 廃棄

金幼 附属学校 指導要録(学籍に関する記録) 平成19年度幼児指導要録（学籍の記録） 附属幼稚園長 2007年度 2008年4月1日 20年 2027年度末 紙 書庫 附属幼稚園長 廃棄

金幼 会計 資産台帳 平成19年度資産台帳 附属学校課（小金井地区事務係） 2007年度 2008年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課小金井地区事務係 廃棄

金幼 教務 修了台帳 平成19年度修了台帳 附属幼稚園長 2007年度 2008年4月1日 無期限 紙 書庫 附属幼稚園長 廃棄

金幼 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成19年度出勤簿（非常勤） 附属学校課（小金井地区事務係） 2007年度 2008年4月1日 無期限 紙 書庫 総務部附属学校課小金井地区事務係 廃棄

金幼 附属学校 指導要録(学籍に関する記録) 平成20年度幼児指導要録（学籍の記録） 附属幼稚園長 2008年度 2009年4月1日 20年 2028年度末 紙 書庫 附属幼稚園長 廃棄

金幼 会計 資産台帳 平成20年度資産台帳 附属学校課（小金井地区事務係） 2008年度 2009年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課小金井地区事務係 廃棄

金幼 教務 修了台帳 平成20年度修了台帳 附属幼稚園長 2008年度 2009年4月1日 無期限 紙 書庫 附属幼稚園長 廃棄

金幼 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成20年度出勤簿（非常勤） 附属学校課（小金井地区事務係） 2008年度 2009年4月1日 無期限 紙 書庫 総務部附属学校課小金井地区事務係 廃棄

金幼 附属学校 指導要録(学籍に関する記録) 平成21年度幼児指導要録（学籍の記録） 附属幼稚園長 2009年度 2010年4月1日 20年 2029年度末 紙 書庫 附属幼稚園長 廃棄

金幼 会計 資産台帳 平成21年度資産台帳 附属学校課（小金井地区事務係） 2009年度 2010年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課小金井地区事務係 廃棄

金幼 教務 修了台帳 平成21年度修了台帳 附属幼稚園長 2009年度 2010年4月1日 無期限 紙 書庫 附属幼稚園長 廃棄
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金幼 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成21年度　非常勤講師出勤簿 附属学校課（小金井地区事務係） 2009年度 2010年4月1日 無期限 紙 書庫 総務部附属学校課小金井地区事務係 廃棄

金幼 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成21年度勤務時間(始業・終業時刻）記録簿（非常勤職員） 附属学校課（小金井地区事務係） 2009年度 2010年4月1日 無期限 紙 書庫 総務部附属学校課小金井地区事務係 廃棄

金幼 附属学校 指導要録(学籍に関する記録) 平成22年度幼児指導要録（学籍の記録） 附属幼稚園長 2010年度 2011年4月1日 20年 2030年度末 紙 書庫 附属幼稚園長 廃棄

金幼 会計 資産台帳 平成22年度資産台帳 附属学校課（小金井地区事務係） 2010年度 2011年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課小金井地区事務係 廃棄

金幼 教務 修了台帳 平成22年度修了台帳 附属幼稚園長 2010年度 2011年4月1日 無期限 紙 書庫 附属幼稚園長 廃棄

金幼 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成22年度　非常勤講師出勤簿 附属学校課（小金井地区事務係） 2010年度 2011年4月1日 無期限 紙 書庫 総務部附属学校課小金井地区事務係 廃棄

金幼 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成22年度勤務時間(始業・終業時刻）記録簿（非常勤職員） 附属学校課（小金井地区事務係） 2010年度 2011年4月1日 無期限 紙 書庫 総務部附属学校課小金井地区事務係 廃棄

金幼 附属学校 指導要録(学籍に関する記録) 平成23年度幼児指導要録（学籍の記録） 附属幼稚園長 2011年度 2012年4月1日 20年 2031年度末 紙 書庫 附属幼稚園長 廃棄

金幼 会計 資産台帳 平成23年度資産台帳 附属学校課（小金井地区事務係） 2011年度 2012年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課小金井地区事務係 廃棄

金幼 教務 修了台帳 平成23年度修了台帳 附属幼稚園長 2011年度 2012年4月1日 無期限 紙 書庫 附属幼稚園長 廃棄

金幼 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成23年度　非常勤講師出勤簿 附属学校課（小金井地区事務係） 2011年度 2012年4月1日 無期限 紙 書庫 総務部附属学校課小金井地区事務係 廃棄

金幼 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成23年度勤務時間(始業・終業時刻）記録簿（非常勤職員） 附属学校課（小金井地区事務係） 2011年度 2012年4月1日 無期限 紙 書庫 総務部附属学校課小金井地区事務係 廃棄

金幼 附属学校 指導要録(学籍に関する記録) 平成24年度幼児指導要録（学籍の記録） 附属幼稚園長 2012年度 2013年4月1日 20年 2032年度末 紙 書庫 附属幼稚園長 廃棄

金幼 会計 資産台帳 平成24年度資産台帳 附属学校課（小金井地区事務係） 2012年度 2013年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課小金井地区事務係 廃棄

金幼 教務 修了台帳 平成24年度修了台帳 附属幼稚園長 2012年度 2013年4月1日 無期限 紙 書庫 附属幼稚園長 廃棄

金幼 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成24年度　非常勤講師出勤簿 附属学校課（小金井地区事務係） 2012年度 2013年4月1日 無期限 紙 書庫 総務部附属学校課小金井地区事務係 廃棄

金幼 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成24年度勤務時間(始業・終業時刻）記録簿（非常勤職員） 附属学校課（小金井地区事務係） 2012年度 2013年4月1日 無期限 紙 書庫 総務部附属学校課小金井地区事務係 廃棄

金幼 附属学校 指導要録(学籍に関する記録) 平成25年度幼児指導要録（学籍の記録） 附属幼稚園長 2013年度 2014年4月1日 20年 2033年度末 紙 書庫 附属幼稚園長 廃棄

金幼 会計 資産台帳 平成25年度資産台帳 附属学校課（小金井地区事務係） 2013年度 2014年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課小金井地区事務係 廃棄

金幼 教務 修了台帳 平成25年度修了台帳 附属幼稚園長 2013年度 2014年4月1日 無期限 紙 書庫 附属幼稚園長 廃棄

金幼 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成25年度　非常勤講師出勤簿 附属学校課（小金井地区事務係） 2013年度 2014年4月1日 無期限 紙 書庫 総務部附属学校課小金井地区事務係 廃棄

金幼 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成25年度勤務時間(始業・終業時刻）記録簿（非常勤職員） 附属学校課（小金井地区事務係） 2013年度 2014年4月1日 無期限 紙 書庫 総務部附属学校課小金井地区事務係 廃棄

金幼 附属学校 指導要録(学籍に関する記録) 平成26年度幼児指導要録（学籍の記録） 附属幼稚園長 2014年度 2015年4月1日 20年 2034年度末 紙 書庫 附属幼稚園長 廃棄

金幼 会計 資産台帳 平成26年度資産台帳 附属学校課（小金井地区事務係） 2014年度 2015年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課小金井地区事務係 廃棄

金幼 教務 修了台帳 平成26年度修了台帳 附属幼稚園長 2014年度 2015年4月1日 無期限 紙 書庫 附属幼稚園長 廃棄

金幼 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成26年度　非常勤講師出勤簿 附属学校課（小金井地区事務係） 2014年度 2015年4月1日 無期限 紙 書庫 総務部附属学校課小金井地区事務係 廃棄

金幼 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成26年度勤務時間(始業・終業時刻）記録簿（非常勤職員） 附属学校課（小金井地区事務係） 2014年度 2015年4月1日 無期限 紙 書庫 総務部附属学校課小金井地区事務係 廃棄

金幼 附属学校 指導要録(学籍に関する記録) 平成27年度幼児指導要録（学籍の記録） 附属幼稚園長 2015年度 2016年4月1日 20年 2035年度末 紙 書庫 附属幼稚園長 廃棄

金幼 会計 資産台帳 平成27年度資産台帳 附属学校課（小金井地区事務係） 2015年度 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課小金井地区事務係 廃棄

金幼 教務 修了台帳 平成27年度修了台帳 附属幼稚園長 2015年度 2016年4月1日 無期限 紙 書庫 附属幼稚園長 廃棄

金幼 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成27年度　非常勤講師出勤簿 附属学校課（小金井地区事務係） 2015年度 2016年4月1日 無期限 紙 書庫 総務部附属学校課小金井地区事務係 廃棄

金幼 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成27年度勤務時間(始業・終業時刻）記録簿（非常勤職員） 附属学校課（小金井地区事務係） 2015年度 2016年4月1日 無期限 紙 書庫 総務部附属学校課小金井地区事務係 廃棄

金幼 附属学校 指導要録(学籍に関する記録) 平成28年度幼児指導要録（学籍の記録） 附属幼稚園長 2016年度 2017年4月1日 20年 2036年度末 紙 書庫 附属幼稚園長 廃棄

金幼 会計 資産台帳 平成28年度資産台帳 附属学校課（小金井地区事務係） 2016年度 2017年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課小金井地区事務係 廃棄

金幼 教務 修了台帳 平成28年度修了台帳 附属幼稚園長 2016年度 2017年4月1日 無期限 紙 書庫 附属幼稚園長 廃棄

金幼 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成28年度非常勤講師出勤簿 附属学校課（小金井地区事務係） 2016年度 2017年4月1日 無期限 紙 書庫 総務部附属学校課小金井地区事務係 廃棄

金幼 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成28年度勤務時間(始業・終業時刻）記録簿（非常勤職員） 附属学校課（小金井地区事務係） 2016年度 2017年4月1日 無期限 紙 書庫 総務部附属学校課小金井地区事務係 廃棄

金幼 附属学校 学校・教務・日番日誌 平成29年度教務日誌 附属幼稚園長 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 書庫 附属幼稚園長 廃棄

金幼 教務 退園に関するもの 平成29年退園通知書 附属学校課（小金井地区事務係） 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 書庫 総務部附属学校課小金井地区事務係 廃棄

金幼 人事 勤務時間報告書 平成29年勤務時間報告書 附属学校課（小金井地区事務係） 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 総務部附属学校課小金井地区事務係 廃棄

金幼 人事 勤務日及び勤務時間表 平成29年度勤務日及び勤務時間表 附属学校課（小金井地区事務係） 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 総務部附属学校課小金井地区事務係 廃棄

金幼 教務
健康診断表，園児の健康管理
に関するもので重要なもの

平成29年度健康調査表 附属幼稚園長 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 書庫 附属幼稚園長 廃棄

金幼 附属学校 指導要録(学籍に関する記録) 平成29年度幼児指導要録（学籍の記録） 附属幼稚園長 2017年度 2018年4月1日 20年 2037年度末 紙 書庫 附属幼稚園長 廃棄

金幼 附属学校 指導要録(指導に関する記録) 平成29年度幼児指導要録（指導に関する記録） 附属幼稚園長 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 書庫 附属幼稚園長 廃棄

金幼 会計 資産台帳 平成29年度資産台帳 附属学校課（小金井地区事務係） 2017年度 2018年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課小金井地区事務係 廃棄

金幼 教務 修了台帳 平成29年度修了台帳 附属幼稚園長 2017年度 2018年4月1日 無期限 紙 書庫 附属幼稚園長 廃棄

金幼 人事 勤務時間記録簿 平成29年勤務時間（始業・終業時刻）記録簿 附属学校課（小金井地区事務係） 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 総務部附属学校課小金井地区事務係 廃棄

金幼 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成29年度非常勤講師出勤簿 附属学校課（小金井地区事務係） 2017年度 2018年4月1日 無期限 紙 書庫 総務部附属学校課小金井地区事務係 廃棄

金幼 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成29年度勤務時間(始業・終業時刻）記録簿（非常勤職員） 附属学校課（小金井地区事務係） 2017年度 2018年4月1日 無期限 紙 書庫 総務部附属学校課小金井地区事務係 廃棄

金幼 会計 物品購入依頼書 平成29年度購入依頼書 附属学校課（小金井地区事務係） 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 総務部附属学校課小金井地区事務係 廃棄

金幼 会計 旅費の請求に係る添付書類 平成29年度旅行命令・依頼伺 附属学校課（小金井地区事務係） 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 総務部附属学校課小金井地区事務係 廃棄

金幼 会計 旅費の請求に係る添付書類 平成29年度公務外出申請書 附属学校課（小金井地区事務係） 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 総務部附属学校課小金井地区事務係 廃棄

金幼 附属学校 学校・教務・日番日誌 平成30年度教務日誌 附属幼稚園長 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 書庫 附属幼稚園長 廃棄

金幼 教務 退園に関するもの 平成30年退園通知書 附属学校課（小金井地区事務係） 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 書庫 総務部附属学校課小金井地区事務係 廃棄

金幼 人事 勤務時間報告書 平成30年勤務時間報告書 附属学校課（小金井地区事務係） 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 総務部附属学校課小金井地区事務係 廃棄

金幼 人事 勤務日及び勤務時間表 平成30年度勤務日及び勤務時間表 附属学校課（小金井地区事務係） 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 総務部附属学校課小金井地区事務係 廃棄

金幼 教務
健康診断表，園児の健康管理
に関するもので重要なもの

平成30年度健康調査表 附属幼稚園長 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 書庫 附属幼稚園長 廃棄

金幼 附属学校 指導要録(学籍に関する記録) 平成30年度幼児指導要録（学籍の記録） 附属幼稚園長 2018年度 2019年4月1日 20年 2038年度末 紙 書庫 附属幼稚園長 廃棄

金幼 附属学校 指導要録(指導に関する記録) 平成30年度幼児指導要録（指導に関する記録） 附属幼稚園長 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 書庫 附属幼稚園長 廃棄

金幼 会計 資産台帳 平成30年度資産台帳 附属学校課（小金井地区事務係） 2018年度 2019年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課小金井地区事務係 廃棄

金幼 教務 修了台帳 平成30年度修了台帳 附属幼稚園長 2018年度 2019年4月1日 無期限 紙 書庫 附属幼稚園長 廃棄
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等
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    満了時期

９）媒体の種別 10）保存場所 11）管理担当課・係
12)保存期間満
了時の措置

備考

金幼 人事 勤務時間記録簿 平成30年勤務時間（始業・終業時刻）記録簿 附属学校課（小金井地区事務係） 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 総務部附属学校課小金井地区事務係 廃棄

金幼 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成30年度非常勤講師出勤簿 附属学校課（小金井地区事務係） 2018年度 2019年4月1日 無期限 紙 書庫 総務部附属学校課小金井地区事務係 廃棄

金幼 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成30年度勤務時間(始業・終業時刻）記録簿（非常勤職員） 附属学校課（小金井地区事務係） 2018年度 2019年4月1日 無期限 紙 書庫 総務部附属学校課小金井地区事務係 廃棄

金幼 会計 物品購入依頼書 平成30年度購入依頼書 附属学校課（小金井地区事務係） 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 総務部附属学校課小金井地区事務係 廃棄

金幼 会計 旅費の請求に係る添付書類 平成30年度旅行命令・依頼伺 附属学校課（小金井地区事務係） 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 総務部附属学校課小金井地区事務係 廃棄

金幼 会計 旅費の請求に係る添付書類 平成30年度公務外出申請書 附属学校課（小金井地区事務係） 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 総務部附属学校課小金井地区事務係 廃棄

金幼 附属学校 学校・教務・日番日誌 令和元年度教務日誌 附属幼稚園長 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 書庫 附属幼稚園長 廃棄

金幼 教務 退園に関するもの 令和元年退園通知書 附属学校課（小金井地区事務係） 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 書庫 総務部附属学校課小金井地区事務係 廃棄

金幼 人事
給与簿に関するもの（教育実
習指導手当）

令和元年特殊勤務手当整理簿 附属学校課（小金井地区事務係） 2019年度 2020年4月1日 3年 2022年度末 紙 事務室 総務部附属学校課小金井地区事務係 廃棄

金幼 人事
休暇簿等の給与簿に関するも
の

令和元年休暇簿 附属学校課（小金井地区事務係） 2019年度 2020年4月1日 3年 2022年度末 紙 事務室 総務部附属学校課小金井地区事務係 廃棄

金幼 人事 勤務時間報告書 令和元年勤務時間報告書 附属学校課（小金井地区事務係） 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 総務部附属学校課小金井地区事務係 廃棄

金幼 人事 勤務日及び勤務時間表 令和元年度勤務日及び勤務時間表 附属学校課（小金井地区事務係） 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 総務部附属学校課小金井地区事務係 廃棄

金幼 教務
健康診断表，園児の健康管理
に関するもので重要なもの

令和元年度健康調査表 附属幼稚園長 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 書庫 附属幼稚園長 廃棄

金幼 附属学校 指導要録(学籍に関する記録) 令和元年度幼児指導要録（学籍の記録） 附属幼稚園長 2019年度 2020年4月1日 20年 2039年度末 紙 書庫 附属幼稚園長 廃棄

金幼 附属学校 指導要録(指導に関する記録) 令和元年度幼児指導要録（指導に関する記録） 附属幼稚園長 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 書庫 附属幼稚園長 廃棄

金幼 会計 資産台帳 令和元年度資産台帳 附属学校課（小金井地区事務係） 2019年度 2020年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課小金井地区事務係 廃棄

金幼 教務 修了台帳 令和元年度修了台帳 附属幼稚園長 2019年度 2020年4月1日 無期限 紙 書庫 附属幼稚園長 廃棄

金幼 附属学校 在園児の住所変更届 令和元年度住所変更届 附属学校課（小金井地区事務係） 2019年度 2020年4月1日 在園中 2022年度末 紙 書庫 総務部附属学校課小金井地区事務係 廃棄

金幼 人事 勤務時間記録簿 令和元年勤務時間（始業・終業時刻）記録簿 附属学校課（小金井地区事務係） 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 総務部附属学校課小金井地区事務係 廃棄

金幼 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

令和元年度非常勤講師出勤簿 附属学校課（小金井地区事務係） 2019年度 2020年4月1日 無期限 紙 書庫 総務部附属学校課小金井地区事務係 廃棄

金幼 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

令和元年度勤務時間(始業・終業時刻）記録簿（非常勤職員） 附属学校課（小金井地区事務係） 2019年度 2020年4月1日 無期限 紙 書庫 総務部附属学校課小金井地区事務係 廃棄

金幼 附属学校 誓約書 令和元年度誓約書 附属幼稚園長 2019年度 2020年4月1日 在園中 2022年度末 紙 書庫 附属幼稚園長 廃棄

金幼 会計 物品購入依頼書 令和元年度購入依頼書 附属学校課（小金井地区事務係） 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 総務部附属学校課小金井地区事務係 廃棄

金幼 会計 旅費の請求に係る添付書類 令和元年度旅行命令・依頼伺 附属学校課（小金井地区事務係） 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 総務部附属学校課小金井地区事務係 廃棄

金幼 会計 旅費の請求に係る添付書類 令和元年度公務外出申請書 附属学校課（小金井地区事務係） 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 総務部附属学校課小金井地区事務係 廃棄

金幼 附属学校 家庭環境調査票 令和２年度家庭状況調査票 附属幼稚園長 2020年度 2021年4月1日 1年 2022年度末 紙 職員室 附属幼稚園長 廃棄

金幼 附属学校 学校・教務・日番日誌 令和２年度教務日誌 附属幼稚園長 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 書庫 附属幼稚園長 廃棄

金幼 教務 退園に関するもの 令和２年退園通知書 附属学校課（小金井地区事務係） 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 書庫 総務部附属学校課小金井地区事務係 廃棄

金幼 人事
給与簿に関するもの（教育実
習指導手当）

令和２年特殊勤務手当整理簿 附属学校課（小金井地区事務係） 2020年度 2021年4月1日 3年 2023年度末 紙 事務室 総務部附属学校課小金井地区事務係 廃棄

金幼 人事
休暇簿等の給与簿に関するも
の

令和２年休暇簿 附属学校課（小金井地区事務係） 2020年度 2021年4月1日 3年 2023年度末 紙 事務室 総務部附属学校課小金井地区事務係 廃棄

金幼 人事 勤務時間報告書 令和２年勤務時間報告書 附属学校課（小金井地区事務係） 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 総務部附属学校課小金井地区事務係 廃棄

金幼 人事 勤務日及び勤務時間表 令和２年度勤務日及び勤務時間表 附属学校課（小金井地区事務係） 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 総務部附属学校課小金井地区事務係 廃棄

金幼 教務
健康診断表，園児の健康管理
に関するもので重要なもの

令和２年度健康調査表 附属幼稚園長 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 書庫 附属幼稚園長 廃棄

金幼 附属学校 指導要録(学籍に関する記録) 令和２年度幼児指導要録（学籍の記録） 附属幼稚園長 2020年度 2021年4月1日 20年 2040年度末 紙 書庫 附属幼稚園長 廃棄

金幼 附属学校 指導要録(指導に関する記録) 令和２年度幼児指導要録（指導に関する記録） 附属幼稚園長 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 書庫 附属幼稚園長 廃棄

金幼 会計 資産台帳 令和２年度資産台帳 附属学校課（小金井地区事務係） 2020年度 2021年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課小金井地区事務係 廃棄

金幼 教務 修了台帳 令和２年度修了台帳 附属幼稚園長 2020年度 2021年4月1日 無期限 紙 書庫 附属幼稚園長 廃棄

金幼 附属学校 在園児の住所変更届 令和２年度住所変更届 附属学校課（小金井地区事務係） 2020年度 2021年4月1日 在園中 2023年度末 紙 書庫 総務部附属学校課小金井地区事務係 廃棄

金幼 人事 勤務時間記録簿 令和２年勤務時間（始業・終業時刻）記録簿 附属学校課（小金井地区事務係） 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 総務部附属学校課小金井地区事務係 廃棄

金幼 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

令和２年度非常勤講師出勤簿 附属学校課（小金井地区事務係） 2020年度 2021年4月1日 無期限 紙 書庫 総務部附属学校課小金井地区事務係 廃棄

金幼 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

令和２年度勤務時間(始業・終業時刻）記録簿（非常勤職員） 附属学校課（小金井地区事務係） 2020年度 2021年4月1日 無期限 紙 書庫 総務部附属学校課小金井地区事務係 廃棄

金幼 附属学校 誓約書 令和２年度誓約書 附属幼稚園長 2020年度 2021年4月1日 在園中 2023年度末 紙 書庫 附属幼稚園長 廃棄

金幼 会計 物品購入依頼書 令和２年度購入依頼書 附属学校課（小金井地区事務係） 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 総務部附属学校課小金井地区事務係 廃棄

金幼 会計 旅費の請求に係る添付書類 令和２年度旅行命令・依頼伺 附属学校課（小金井地区事務係） 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 総務部附属学校課小金井地区事務係 廃棄

金幼 会計 旅費の請求に係る添付書類 令和２年度公務外出申請書 附属学校課（小金井地区事務係） 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 総務部附属学校課小金井地区事務係 廃棄

金幼 附属学校 家庭環境調査票 令和3年度家庭状況調査票 附属幼稚園長 2021年度 2022年4月1日 1年 2022年度末 紙 職員室 附属幼稚園長 廃棄

金幼 附属学校 学校・教務・日番日誌 令和3年度教務日誌 附属幼稚園長 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 書庫 附属幼稚園長 廃棄

金幼 教務 退園に関するもの 令和3年退園通知書 附属学校課（小金井地区事務係） 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 書庫 総務部附属学校課小金井地区事務係 廃棄

金幼 人事
給与簿に関するもの（教育実
習指導手当）

令和3年特殊勤務手当整理簿 附属学校課（小金井地区事務係） 2021年度 2022年4月1日 3年 2024年度末 紙 事務室 総務部附属学校課小金井地区事務係 廃棄

金幼 人事
休暇簿等の給与簿に関するも
の

令和3年休暇簿 附属学校課（小金井地区事務係） 2021年度 2022年4月1日 3年 2024年度末 紙 事務室 総務部附属学校課小金井地区事務係 廃棄

金幼 人事 勤務時間報告書 令和3年勤務時間報告書 附属学校課（小金井地区事務係） 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 総務部附属学校課小金井地区事務係 廃棄

金幼 人事 勤務日及び勤務時間表 令和3年度勤務日及び勤務時間表 附属学校課（小金井地区事務係） 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 総務部附属学校課小金井地区事務係 廃棄

金幼 教務
健康診断表，園児の健康管理
に関するもので重要なもの

令和3年度健康調査票 附属幼稚園長 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 書庫 附属幼稚園長 廃棄

金幼 附属学校
指導要録（学籍に関する記
録）

令和3年度幼児指導要録（学籍の記録） 附属幼稚園長 2021年度 2022年4月1日 20年 2041年度末 紙 書庫 附属幼稚園長 廃棄

金幼 附属学校
指導要録（指導に関する記
録）

令和3年度幼児指導要録（指導に関する記録） 附属幼稚園長 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 書庫 附属幼稚園長 廃棄

金幼 会計 資産台帳 令和3年度資産台帳 附属学校課（小金井地区事務係） 2021年度 2022年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課小金井地区事務係 廃棄

金幼 教務 修了台帳 令和3年度修了台帳 附属幼稚園長 2021年度 2022年4月1日 無期限 紙 書庫 附属幼稚園長 廃棄

金幼 附属学校 在園児の住所変更届 令和3年度住所変更届 附属学校課（小金井地区事務係） 2021年度 2022年4月1日 在園中 2024年度末 紙 書庫 総務部附属学校課小金井地区事務係 廃棄

金幼 人事 勤務時間報告書 令和3年勤務時間（始業・終業時刻）記録簿 附属学校課（小金井地区事務係） 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 総務部附属学校課小金井地区事務係 廃棄

金幼 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

令和3年度非常勤講師出勤簿 附属学校課（小金井地区事務係） 2021年度 2022年4月1日 無期限 紙 書庫 総務部附属学校課小金井地区事務係 廃棄

金幼 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

令和3年度勤務時間（始業・終業時刻）記録簿（非常勤職員） 附属学校課（小金井地区事務係） 2021年度 2022年4月1日 無期限 紙 書庫 総務部附属学校課小金井地区事務係 廃棄

99/190



法人文書ファイル管理簿データ（全学）

部局名 １）大分類 ２）中分類 ３）小分類（法人文書ファイル名） ４）作成・取得者
５）作成・取得年度
等

６）起算日 ７）保存期間
８）保存期間
    満了時期

９）媒体の種別 10）保存場所 11）管理担当課・係
12)保存期間満
了時の措置

備考

金幼 附属学校 誓約書 令和3年度誓約書 附属幼稚園長 2021年度 2022年4月1日 在園中 2024年度末 紙 書庫 附属幼稚園長 廃棄

金幼 会計 物品購入依頼書 令和3年度購入依頼書 附属学校課（小金井地区事務係） 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 総務部附属学校課小金井地区事務係 廃棄

金幼 会計 旅費の請求に係る添付書類 令和3年度旅行命令・依頼伺 附属学校課（小金井地区事務係） 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 総務部附属学校課小金井地区事務係 廃棄

金幼 会計 旅費の請求に係る添付書類 令和3年度公費外出申請書 附属学校課（小金井地区事務係） 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 総務部附属学校課小金井地区事務係 廃棄

金小 附属学校
指導要録（学籍に関する記
録）

平成14年度指導要録(学籍に関する記録) 附属小金井小学校 2002年度 2003年4月1日 20年 2022年度末 紙 事務室金庫 附属小金井小学校長 廃棄

金小 人　事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成15年度出勤簿（非常勤講師） 附属小金井小学校 2003年度 2004年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課小金井地区事務係 廃棄

金小 人　事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成15年度出勤簿（非常勤職員） 附属学校課（小金井地区事務係） 2004年度 2004年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課小金井地区事務係 廃棄

金小 附属学校
指導要録（学籍に関する記
録）

平成15年度指導要録(学籍に関する記録) 附属小金井小学校 2003年度 2004年4月1日 20年 2023年度末 紙 事務室金庫 附属小金井小学校長 廃棄

金小 人　事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成16年度出勤簿（非常勤職員） 附属学校課（小金井地区事務係） 2004年度 2005年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課小金井地区事務係 廃棄

金小 人　事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成16年度出勤簿（非常勤講師） 附属小金井小学校 2004年度 2005年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課小金井地区事務係 廃棄

金小 附属学校
指導要録（学籍に関する記
録）

平成16年度指導要録(学籍に関する記録) 附属小金井小学校長 2004年度 2005年4月1日 20年 2024年度末 紙 事務室金庫 附属小金井小学校長 廃棄

金小 教務
卒業証書発行台帳に関するも
の

平成16年度卒業生台帳 附属小金井小学校長 2004年度 2005年4月1日 無期限 紙 職員室 附属小金井小学校長 廃棄

金小 会計 資産台帳 平成17年度資産台帳 附属学校課（小金井地区事務係） 2005年度 2006年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課小金井地区事務係 廃棄

金小 人　事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成17年度出勤簿（非常勤職員） 附属学校課（小金井地区事務係） 2005年度 2006年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課小金井地区事務係 廃棄

金小 人　事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成17年度出勤簿（非常勤講師） 附属小金井小学校 2005年度 2006年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課小金井地区事務係 廃棄

金小 附属学校
指導要録（学籍に関する記
録）

平成17年度指導要録(学籍に関する記録) 附属小金井小学校長 2005年度 2006年4月1日 20年 2025年度末 紙 事務室金庫 附属小金井小学校長 廃棄

金小 教務
卒業証書発行台帳に関するも
の

平成17年度卒業生台帳 附属小金井小学校長 2005年度 2006年4月1日 無期限 紙 職員室 附属小金井小学校長 廃棄

金小 会計 資産台帳 平成18年度資産台帳 附属学校課（小金井地区事務係） 2006年度 2007年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課小金井地区事務係 廃棄

金小 人　事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成18年度出勤簿（非常勤職員） 附属学校課（小金井地区事務係） 2006年度 2007年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課小金井地区事務係 廃棄

金小 人　事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成18年度出勤簿（非常勤講師） 附属小金井小学校 2006年度 2007年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課小金井地区事務係 廃棄

金小 附属学校
指導要録（学籍に関する記
録）

平成18年度指導要録(学籍に関する記録) 附属小金井小学校長 2006年度 2007年4月1日 20年 2026年度末 紙 事務室金庫 附属小金井小学校長 廃棄

金小 教務
卒業証書発行台帳に関するも
の

平成18年度卒業生台帳 附属小金井小学校長 2006年度 2007年4月1日 無期限 紙 職員室 附属小金井小学校長 廃棄

金小 会計 資産台帳 平成19年度資産台帳 附属学校課（小金井地区事務係） 2007年度 2008年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課小金井地区事務係 廃棄

金小 人　事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成19年度出勤簿（非常勤職員） 附属学校課（小金井地区事務係） 2007年度 2008年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課小金井地区事務係 廃棄

金小 人　事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成19年度出勤簿（非常勤講師） 附属小金井小学校 2007年度 2008年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課小金井地区事務係 廃棄

金小 附属学校
指導要録（学籍に関する記
録）

平成19年度指導要録(学籍に関する記録) 附属小金井小学校長 2007年度 2008年4月1日 20年 2027年度末 紙 事務室金庫 附属小金井小学校長 廃棄

金小 教務
卒業証書発行台帳に関するも
の

平成19年度卒業生台帳 附属小金井小学校長 2007年度 2008年4月1日 無期限 紙 職員室 附属小金井小学校長 廃棄

金小 会計 資産台帳 平成20年度資産台帳 附属学校課（小金井地区事務係） 2008年度 2009年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課小金井地区事務係 廃棄

金小 人　事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成20年度出勤簿（非常勤職員） 附属学校課（小金井地区事務係） 2008年度 2009年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課小金井地区事務係 廃棄

金小 人　事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成20年度出勤簿（非常勤講師） 附属小金井小学校 2008年度 2009年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課小金井地区事務係 廃棄

金小 附属学校
指導要録（学籍に関する記
録）

平成20年度指導要録(学籍に関する記録) 附属小金井小学校長 2008年度 2009年4月1日 20年 2028年度末 紙 事務室金庫 附属小金井小学校長 廃棄

金小 教務
卒業証書発行台帳に関するも
の

平成20年度卒業生台帳 附属小金井小学校長 2008年度 2009年4月1日 無期限 紙 職員室 附属小金井小学校長 廃棄

金小 人　事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成21年度勤務時間（始業・終業時刻）記録簿（非常勤職員） 附属学校課（小金井地区事務係） 2009年度 2010年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課小金井地区事務係 廃棄

金小 会計 資産台帳 平成21年度資産台帳 附属学校課（小金井地区事務係） 2009年度 2010年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課小金井地区事務係 廃棄

金小 人　事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成21年度出勤簿（非常勤講師） 附属小金井小学校 2009年度 2010年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課小金井地区事務係 廃棄

金小 附属学校
指導要録（学籍に関する記
録）

平成21年度指導要録(学籍に関する記録) 附属小金井小学校長 2009年度 2010年4月1日 20年 2029年度末 紙 事務室金庫 附属小金井小学校長 廃棄

金小 教務
卒業証書発行台帳に関するも
の

平成21年度卒業生台帳 附属小金井小学校長 2009年度 2010年4月1日 無期限 紙 職員室 附属小金井小学校長 廃棄

金小 人　事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成22年度勤務時間（始業・終業時刻）記録簿（非常勤職員） 附属学校課（小金井地区事務係） 2010年度 2011年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課小金井地区事務係 廃棄

金小 会計 資産台帳 平成22年度資産台帳 附属学校課（小金井地区事務係） 2010年度 2011年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課小金井地区事務係 廃棄

金小 人　事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成22年度出勤簿（非常勤講師） 附属小金井小学校 2010年度 2011年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課小金井地区事務係 廃棄

金小 附属学校
指導要録（学籍に関する記
録）

平成22年度指導要録(学籍に関する記録) 附属小金井小学校長 2010年度 2011年4月1日 20年 2030年度末 紙 事務室金庫 附属小金井小学校長 廃棄

金小 教務
卒業証書発行台帳に関するも
の

平成22年度卒業生台帳 附属小金井小学校長 2010年度 2011年4月1日 無期限 紙 職員室 附属小金井小学校長 廃棄

金小 人　事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成23年度勤務時間（始業・終業時刻）記録簿（非常勤職員） 附属学校課（小金井地区事務係） 2011年度 2012年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課小金井地区事務係 廃棄

金小 会計 資産台帳 平成23年度資産台帳 附属学校課（小金井地区事務係） 2011年度 2012年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課小金井地区事務係 廃棄

金小 人　事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成23年度出勤簿（非常勤講師） 附属小金井小学校 2011年度 2012年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課小金井地区事務係 廃棄

金小 附属学校
指導要録（学籍に関する記
録）

平成23年度指導要録(学籍に関する記録) 附属小金井小学校 2011年度 2012年4月1日 20年 2031年度末 電子:USB 事務室金庫 附属小金井小学校長 廃棄

金小 教務
卒業証書発行台帳に関するも
の

平成23年度卒業生台帳 附属小金井小学校長 2011年度 2012年4月1日 無期限 紙 職員室 附属小金井小学校長 廃棄

金小 会計 現金出納簿 平成24年度現金出納簿 附属学校課（小金井地区事務係） 2012年度 2013年4月1日 10年 2022年度末 紙 事務室 総務部附属学校課小金井地区事務係 廃棄

金小 会計 資産台帳 平成24年度資産台帳 附属学校課（小金井地区事務係） 2012年度 2013年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課小金井地区事務係 廃棄

金小 附属学校
指導要録（学籍に関する記
録）

平成24年度指導要録(学籍に関する記録) 附属小金井小学校長 2012年度 2013年4月1日 20年 2032年度末 電子:USB 事務室金庫 附属小金井小学校長 廃棄

金小 教務
卒業証書発行台帳に関するも
の

平成24年度卒業生台帳 附属小金井小学校長 2012年度 2013年4月1日 無期限 紙 職員室 附属小金井小学校長 廃棄

金小 人　事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成24年度勤務時間（始業・終業時刻）記録簿（非常勤職員） 附属学校課（小金井地区事務係） 2012年度 2013年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課小金井地区事務係 廃棄

金小 人　事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成24年度出勤簿（非常勤講師） 附属小金井小学校 2012年度 2013年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課小金井地区事務係 廃棄

金小 会計 現金出納簿 平成25年度現金出納簿 附属学校課（小金井地区事務係） 2013年度 2014年4月1日 10年 2023年度末 紙 事務室 総務部附属学校課小金井地区事務係 廃棄

金小 会計 資産台帳 平成25年度資産台帳 附属学校課（小金井地区事務係） 2013年度 2014年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課小金井地区事務係 廃棄

金小 附属学校
指導要録（学籍に関する記
録）

平成25年度指導要録(学籍に関する記録) 附属小金井小学校長 2013年度 2014年4月1日 20年 2033年度末 電子:USB 事務室金庫 附属小金井小学校長 廃棄

金小 教務
卒業証書発行台帳に関するも
の

平成25年度卒業生台帳 附属小金井小学校長 2013年度 2014年4月1日 無期限 紙 職員室 附属小金井小学校長 廃棄

金小 人　事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成25年度勤務時間（始業・終業時刻）記録簿（非常勤職員） 附属学校課（小金井地区事務係） 2013年度 2014年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課小金井地区事務係 廃棄

金小 人　事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成25年度出勤簿（非常勤講師） 附属小金井小学校 2013年度 2014年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課小金井地区事務係 廃棄

金小 会計 現金出納簿 平成26年度現金出納簿 附属学校課（小金井地区事務係） 2014年度 2015年4月1日 10年 2024年度末 紙 事務室 総務部附属学校課小金井地区事務係 廃棄

金小 会計 資産台帳 平成26年度資産台帳 附属学校課（小金井地区事務係） 2014年度 2015年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課小金井地区事務係 廃棄
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金小 附属学校
指導要録（学籍に関する記
録）

平成26年度指導要録(学籍に関する記録) 附属小金井小学校長 2014年度 2015年4月1日 20年 2034年度末
電子:共有サー
バー内

印刷室 附属小金井小学校長 廃棄

金小 教務
卒業証書発行台帳に関するも
の

平成26年度卒業生台帳 附属小金井小学校長 2014年度 2015年4月1日 無期限 紙 職員室 附属小金井小学校長 廃棄

金小 人　事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成26年度勤務時間（始業・終業時刻）記録簿（非常勤職員） 附属学校課（小金井地区事務係） 2014年度 2015年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課小金井地区事務係 廃棄

金小 会計 金庫検査に関するもの 平成26年度金庫検査書 附属学校課（小金井地区事務係） 2014年度 2015年4月1日 10年 2024年度末 紙 事務室 総務部附属学校課小金井地区事務係 廃棄

金小 人　事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成26年度出勤簿（非常勤講師） 附属小金井小学校 2014年度 2015年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課小金井地区事務係 廃棄

金小 会計 現金出納簿 平成27年度現金出納簿 附属学校課（小金井地区事務係） 2015年度 2016年4月1日 10年 2025年度末 紙 事務室 総務部附属学校課小金井地区事務係 廃棄

金小 会計 資産台帳 平成27年度資産台帳 附属学校課（小金井地区事務係） 2015年度 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課小金井地区事務係 廃棄

金小 附属学校
指導要録（学籍に関する記
録）

平成27年度指導要録(学籍に関する記録) 附属小金井小学校長 2015年度 2016年4月1日 20年 2035年度末
電子:共有サー
バー内

印刷室 附属小金井小学校長 廃棄

金小 教務
卒業証書発行台帳に関するも
の

平成27年度卒業生台帳 附属小金井小学校長 2015年度 2016年4月1日 無期限
電子:共有サー
バー内

印刷室 附属小金井小学校長 廃棄

金小 人　事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成27年度勤務時間（始業・終業時刻）記録簿（非常勤職員） 附属学校課（小金井地区事務係） 2015年度 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課小金井地区事務係 廃棄

金小 人　事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成27年度出勤簿（非常勤講師） 附属小金井小学校 2015年度 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課小金井地区事務係 廃棄

金小 会計 金庫検査に関するもの 平成28年度金庫検査書 附属学校課（小金井地区事務係） 2016年度 2017年4月1日 10年 2026年度末 紙 事務室 総務部附属学校課小金井地区事務係 廃棄

金小 会計 現金出納簿 平成28年度現金出納簿 附属学校課（小金井地区事務係） 2016年度 2017年4月1日 10年 2026年度末 紙 事務室 総務部附属学校課小金井地区事務係 廃棄

金小 会計 資産台帳 平成28年度資産台帳 附属学校課（小金井地区事務係） 2016年度 2017年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課小金井地区事務係 廃棄

金小 附属学校
指導要録（学籍に関する記
録）

平成28年度指導要録(学籍に関する記録) 附属小金井小学校長 2016年度 2017年4月1日 20年 2036年度末
電子:共有サー
バー内

印刷室 附属小金井小学校長 廃棄

金小 教務
卒業証書発行台帳に関するも
の

平成28年度卒業生台帳 附属小金井小学校長 2016年度 2017年4月1日 無期限
電子:共有サー
バー内

印刷室 附属小金井小学校長 廃棄

金小 人　事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成28年度勤務時間（始業・終業時刻）記録簿（非常勤職員） 附属学校課（小金井地区事務係） 2016年度 2017年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課小金井地区事務係 廃棄

金小 人　事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成28年度出勤簿（非常勤講師） 附属小金井小学校 2016年度 2017年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課小金井地区事務係 廃棄

金小 会計 寄附金に関する文書 平成29年度寄附金に関する文書 附属学校課（小金井地区事務係） 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 総務部附属学校課小金井地区事務係 廃棄

金小 人　事 勤務時間記録簿 平成29年度勤務時間記録簿 附属学校課（小金井地区事務係） 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 総務部附属学校課小金井地区事務係 廃棄

金小 人　事 勤務日及び勤務時間表 平成29年度勤務日及び勤務時間表 附属小金井小学校長 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 総務部附属学校課小金井地区事務係 廃棄

金小 教務 入学試験等に関するもの 平成29年度入試関係文書（実施要項・受験者名簿・願書） 附属学校課（小金井地区事務係） 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 総務部附属学校課小金井地区事務係 廃棄

金小 附属学校 学校・教務・日番日誌 平成29年度教務日誌 附属小金井小学校長 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 職員室 附属小金井小学校長 廃棄

金小 教務 児童の在籍に関するもの 平成29年度退学願 附属学校課（小金井地区事務係） 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 総務部附属学校課小金井地区事務係 廃棄

金小 教務 児童の在籍に関するもの 平成29年度転入学願 附属学校課（小金井地区事務係） 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 総務部附属学校課小金井地区事務係 廃棄

金小 附属学校
教科書採択・無償給与関係文
書

平成29年度教科書関係綴 附属学校課（小金井地区事務係） 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 総務部附属学校課小金井地区事務係 廃棄

金小 人　事 勤務時間報告書 平成29年度勤務時間報告書 附属学校課（小金井地区事務係） 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 総務部附属学校課小金井地区事務係 廃棄

金小 教務
健康診断表に関するもので重
要なもの

平成29年度健康診断票 附属小金井小学校長 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 保健室金庫 附属小金井小学校長 廃棄

金小 会計 現金出納簿 平成29年度現金出納簿 附属学校課（小金井地区事務係） 2017年度 2018年4月1日 10年 2027年度末 紙 事務室 総務部附属学校課小金井地区事務係 廃棄

金小 附属学校
指導要録（学籍に関する記
録）

平成29年度指導要録(学籍に関する記録) 附属小金井小学校長 2017年度 2018年4月1日 20年 2037年度末
電子:共有サー
バー内

印刷室 附属小金井小学校長 廃棄

金小 附属学校 指導要録(指導に関する記録) 平成29年度指導要録(指導に関する記録) 附属小金井小学校長 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末
電子:共有サー
バー内

印刷室 附属小金井小学校長 廃棄

金小 会計 資産台帳 平成29年度資産台帳 附属学校課（小金井地区事務係） 2017年度 2018年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課小金井地区事務係 廃棄

金小 附属学校 時間割 平成29年度授業時間割表・授業暦・行事予定表 附属小金井小学校長 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末
電子:共有サー
バー内

印刷室 附属小金井小学校長 廃棄

金小 人　事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成29年度勤務時間（始業・終業時刻）記録簿（非常勤職員） 附属学校課（小金井地区事務係） 2017年度 2018年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課小金井地区事務係 廃棄

金小 人　事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成29年度出勤簿（非常勤講師） 附属小金井小学校 2017年度 2018年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課小金井地区事務係 廃棄

金小 附属学校 出席簿 平成29年度児童出席簿 附属小金井小学校長 2017年度 2018年4月1日 在学中 2022年度末 紙 事務室金庫 附属小金井小学校長 廃棄

金小 教務
卒業証書発行台帳に関するも
の

平成29年度卒業生台帳 附属小金井小学校長 2017年度 2018年4月1日 無期限
電子:共有サー
バー内

印刷室 附属小金井小学校長 廃棄

金小 附属学校 保健日誌 平成29年度学校保健日誌 附属小金井小学校長 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 保健室 附属小金井小学校長 廃棄

金小 会計 旅行命令簿 平成29年度旅行命令伺（「復命書」「着任届」「依頼文書」等含む） 附属学校課（小金井地区事務係） 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 総務部附属学校課小金井地区事務係 廃棄

金小 会計 旅費の請求に係る添付書類 平成29年度公務外出申請書 附属学校課（小金井地区事務係） 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 総務部附属学校課小金井地区事務係 廃棄

金小 会計 寄附金に関する文書 平成30年度寄附金に関する文書 附属学校課（小金井地区事務係） 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 総務部附属学校課小金井地区事務係 廃棄

金小 人　事 勤務時間記録簿 平成30年度勤務時間記録簿 附属学校課（小金井地区事務係） 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 総務部附属学校課小金井地区事務係 廃棄

金小 人　事 勤務日及び勤務時間表 平成30年度勤務日及び勤務時間表 附属小金井小学校長 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 総務部附属学校課小金井地区事務係 廃棄

金小 教務 入学試験等に関するもの 平成30年度入試関係文書（実施要項・受験者名簿・願書） 附属学校課（小金井地区事務係） 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 総務部附属学校課小金井地区事務係 廃棄

金小 附属学校 学校・教務・日番日誌 平成30年度教務日誌 附属小金井小学校長 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 職員室 附属小金井小学校長 廃棄

金小 教務 児童の在籍に関するもの 平成30年度退学願 附属学校課（小金井地区事務係） 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 総務部附属学校課小金井地区事務係 廃棄

金小 教務 児童の在籍に関するもの 平成30年度転入学願 附属学校課（小金井地区事務係） 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 総務部附属学校課小金井地区事務係 廃棄

金小 附属学校
教科書採択・無償給与関係文
書

平成30年度教科書関係綴 附属学校課（小金井地区事務係） 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 総務部附属学校課小金井地区事務係 廃棄

金小 人　事 勤務時間報告書 平成30年度勤務時間報告書 附属学校課（小金井地区事務係） 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 総務部附属学校課小金井地区事務係 廃棄

金小 教務
健康診断表に関するもので重
要なもの

平成30年度健康診断票 附属小金井小学校長 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 保健室金庫 附属小金井小学校長 廃棄

金小 会計 現金出納簿 平成30年度現金出納簿 附属学校課（小金井地区事務係） 2018年度 2019年4月1日 10年 2028年度末 紙 事務室 総務部附属学校課小金井地区事務係 廃棄

金小 附属学校
指導要録（学籍に関する記
録）

平成30年度指導要録(学籍に関する記録) 附属小金井小学校長 2018年度 2019年4月1日 20年 2038年度末
電子:共有サー
バー内

印刷室 附属小金井小学校長 廃棄

金小 附属学校 指導要録(指導に関する記録) 平成30年度指導要録(指導に関する記録) 附属小金井小学校長 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末
電子:共有サー
バー内

印刷室 附属小金井小学校長 廃棄

金小 会計 資産台帳 平成30年度資産台帳 附属学校課（小金井地区事務係） 2018年度 2019年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課小金井地区事務係 廃棄

金小 附属学校 時間割 平成30年度授業時間割表・授業暦・行事予定表 附属小金井小学校長 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末
電子:共有サー
バー内

印刷室 附属小金井小学校長 廃棄

金小 人　事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成30年度勤務時間（始業・終業時刻）記録簿（非常勤職員） 附属学校課（小金井地区事務係） 2018年度 2019年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課小金井地区事務係 廃棄

金小 人　事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成30年度出勤簿（非常勤講師） 附属小金井小学校 2018年度 2019年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課小金井地区事務係 廃棄

金小 附属学校 出席簿 平成30年度児童出席簿 附属小金井小学校長 2018年度 2019年4月1日 在学中 2023年度末 紙 事務室金庫 附属小金井小学校長 廃棄

金小 教務
卒業証書発行台帳に関するも
の

平成30年度卒業生台帳 附属小金井小学校長 2018年度 2019年4月1日 無期限
電子:共有サー
バー内

印刷室 附属小金井小学校長 廃棄

金小 附属学校 保健日誌 平成30年度学校保健日誌 附属小金井小学校長 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 保健室 附属小金井小学校長 廃棄

金小 会計 旅行命令簿 平成30年度旅行命令伺（「復命書」「着任届」「依頼文書」等含む） 附属学校課（小金井地区事務係） 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 総務部附属学校課小金井地区事務係 廃棄
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法人文書ファイル管理簿データ（全学）

部局名 １）大分類 ２）中分類 ３）小分類（法人文書ファイル名） ４）作成・取得者
５）作成・取得年度
等

６）起算日 ７）保存期間
８）保存期間
    満了時期

９）媒体の種別 10）保存場所 11）管理担当課・係
12)保存期間満
了時の措置

備考

金小 会計 旅費の請求に係る添付書類 平成30年度公務外出申請書 附属学校課（小金井地区事務係） 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 総務部附属学校課小金井地区事務係 廃棄

金小 人　事 勤務時間記録簿 令和元年度勤務時間記録簿 附属学校課（小金井地区事務係） 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 総務部附属学校課小金井地区事務係 廃棄

金小 人　事 勤務日及び勤務時間表 令和元年度勤務日及び勤務時間表 附属小金井小学校長 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 総務部附属学校課小金井地区事務係 廃棄

金小 人　事
諸手当に関するもの(特殊勤
務手当）

令和元年度特殊勤務手当実績及び整理簿 附属学校課（小金井地区事務係） 2019年度 2020年4月1日 3年 2022年度末 紙 事務室 総務部附属学校課小金井地区事務係 廃棄

金小 教務 入学試験等に関するもの 令和元年度入試関係文書（実施要項・受験者名簿・願書） 附属学校課（小金井地区事務係） 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 総務部附属学校課小金井地区事務係 廃棄

金小 人　事 勤務時間報告書 令和元年度勤務時間報告書 附属学校課（小金井地区事務係） 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 総務部附属学校課小金井地区事務係 廃棄

金小 人　事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

令和元年度勤務時間（始業・終業時刻）記録簿（非常勤職員） 附属学校課（小金井地区事務係） 2019年度 2020年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課小金井地区事務係 廃棄

金小 人　事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

令和元年度出勤簿（非常勤講師） 附属小金井小学校 2019年度 2020年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課小金井地区事務係 廃棄

金小 人　事
休暇簿等の給与簿に関するも
の

令和元年休暇簿 附属学校課（小金井地区事務係） 2019年 2020年1月1日 3年 2022年末 紙 事務室 総務部附属学校課小金井地区事務係 廃棄

金小 教務 児童の在籍に関するもの 令和元年度退学願 附属学校課（小金井地区事務係） 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 総務部附属学校課小金井地区事務係 廃棄

金小 教務 児童の在籍に関するもの 令和元年度転入学願 附属学校課（小金井地区事務係） 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 総務部附属学校課小金井地区事務係 廃棄

金小 教務
児童身分証等各種証明書発
行に関するもの

令和元年度身分証明書（再）発行願 附属学校課（小金井地区事務係） 2019年度 2020年4月1日 3年 2022年度末 紙 事務室 総務部附属学校課小金井地区事務係 廃棄

金小 附属学校
教科書採択・無償給与関係文
書

令和元年度教科書関係綴 附属学校課（小金井地区事務係） 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 総務部附属学校課小金井地区事務係 廃棄

金小 会計 寄附金に関する文書 令和元年度寄附金に関する文書 附属学校課（小金井地区事務係） 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 総務部附属学校課小金井地区事務係 廃棄

金小 会計 現金出納簿 令和元年度現金出納簿 附属学校課（小金井地区事務係） 2019年度 2020年4月1日 10年 2029年度末 紙 事務室 総務部附属学校課小金井地区事務係 廃棄

金小 会計 資産台帳 令和元年度資産台帳 附属学校課（小金井地区事務係） 2019年度 2020年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課小金井地区事務係 廃棄

金小 会計 旅行命令簿 令和元年度旅行命令伺（「復命書」「着任届」「依頼文書」等含む） 附属学校課（小金井地区事務係） 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 総務部附属学校課小金井地区事務係 廃棄

金小 会計 旅費の請求に係る添付書類 令和元年度公務外出申請書 附属学校課（小金井地区事務係） 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 総務部附属学校課小金井地区事務係 廃棄

金小 附属学校 学校・教務・日番日誌 令和元年度教務日誌 附属小金井小学校長 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 職員室 附属小金井小学校長 廃棄

金小 附属学校 学校・教務・日番日誌 令和元年度学校通知（保護者・児童宛） 附属小金井小学校長 2019年度 2020年4月1日 3年 2022年度末
電子:共有サー
バー内

印刷室 附属小金井小学校長 廃棄

金小 附属学校 時間割 令和元年度授業時間割表・授業暦・行事予定表 附属小金井小学校長 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末
電子:共有サー
バー内

印刷室 附属小金井小学校長 廃棄

金小 教務
健康診断表に関するもので重
要なもの

令和元年度健康診断票 附属小金井小学校長 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 保健室金庫 附属小金井小学校長 廃棄

金小 附属学校 保健日誌 令和元年度学校保健日誌 附属小金井小学校長 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 保健室 附属小金井小学校長 廃棄

金小 附属学校 出席簿 令和元年度児童出席簿 附属小金井小学校長 2019年度 2020年4月1日 在学中 2024年度末
電子:共有サー
バー内

印刷室 附属小金井小学校長 廃棄

金小 附属学校
指導要録（学籍に関する記
録）

令和元年度指導要録(学籍に関する記録) 附属小金井小学校長 2019年度 2020年4月1日 20年 2039年度末 紙 事務室金庫 附属小金井小学校長 廃棄

金小 附属学校 指導要録(指導に関する記録) 令和元年度指導要録(指導に関する記録) 附属小金井小学校長 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末
電子:共有サー
バー内

印刷室 附属小金井小学校長 廃棄

金小 教務
卒業証書発行台帳に関するも
の

令和元年度卒業生台帳 附属小金井小学校長 2019年度 2020年4月1日 無期限
電子:共有サー
バー内

印刷室 附属小金井小学校長 廃棄

金小 人　事 勤務時間記録簿 令和2年度勤務時間記録簿 附属学校課（小金井地区事務係） 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 総務部附属学校課小金井地区事務係 廃棄

金小 人　事 勤務日及び勤務時間表 令和2年度勤務日及び勤務時間表 附属小金井小学校長 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 総務部附属学校課小金井地区事務係 廃棄

金小 人　事
諸手当に関するもの(特殊勤
務手当）

令和2年度特殊勤務手当実績及び整理簿 附属学校課（小金井地区事務係） 2020年度 2021年4月1日 3年 2023年度末 紙 事務室 総務部附属学校課小金井地区事務係 廃棄

金小 教務 入学試験等に関するもの 令和2年度入試関係文書（実施要項・受験者名簿・願書） 附属学校課（小金井地区事務係） 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 総務部附属学校課小金井地区事務係 廃棄

金小 人　事 勤務時間報告書 令和2年度勤務時間報告書 附属学校課（小金井地区事務係） 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 総務部附属学校課小金井地区事務係 廃棄

金小 人　事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

令和2年度勤務時間（始業・終業時刻）記録簿（非常勤職員） 附属学校課（小金井地区事務係） 2020年度 2021年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課小金井地区事務係 廃棄

金小 人　事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

令和2年度出勤簿（非常勤講師） 附属小金井小学校 2020年度 2021年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課小金井地区事務係 廃棄

金小 人　事
休暇簿等の給与簿に関するも
の

令和2年休暇簿 附属学校課（小金井地区事務係） 2020年 2021年1月1日 3年 2023年末 紙 事務室 総務部附属学校課小金井地区事務係 廃棄

金小 教務 児童の在籍に関するもの 令和2年度退学願 附属学校課（小金井地区事務係） 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 総務部附属学校課小金井地区事務係 廃棄

金小 教務 児童の在籍に関するもの 令和2年度転入学願 附属学校課（小金井地区事務係） 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 総務部附属学校課小金井地区事務係 廃棄

金小 教務
児童身分証等各種証明書発
行に関するもの

令和2年度身分証明書（再）発行願 附属学校課（小金井地区事務係） 2020年度 2021年4月1日 3年 2023年末 紙 事務室 総務部附属学校課小金井地区事務係 廃棄

金小 附属学校
教科書採択・無償給与関係文
書

令和2年度教科書関係綴 附属学校課（小金井地区事務係） 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 総務部附属学校課小金井地区事務係 廃棄

金小 会計 寄附金に関する文書 令和2年度寄附金に関する文書 附属学校課（小金井地区事務係） 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 総務部附属学校課小金井地区事務係 廃棄

金小 会計 現金出納簿 令和2年度現金出納簿 附属学校課（小金井地区事務係） 2020年度 2021年4月1日 10年 2030年度末 紙 事務室 総務部附属学校課小金井地区事務係 廃棄

金小 会計 資産台帳 令和2年度資産台帳 附属学校課（小金井地区事務係） 2020年度 2021年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課小金井地区事務係 廃棄

金小 会計 旅行命令簿 令和2年度旅行命令伺（「復命書」「着任届」「依頼文書」等含む） 附属学校課（小金井地区事務係） 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 総務部附属学校課小金井地区事務係 廃棄

金小 会計 旅費の請求に係る添付書類 令和2年度公務外出申請書 附属学校課（小金井地区事務係） 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 総務部附属学校課小金井地区事務係 廃棄

金小 附属学校 学校・教務・日番日誌 令和2年度教務日誌 附属小金井小学校長 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 職員室 附属小金井小学校長 廃棄

金小 附属学校 学校・教務・日番日誌 令和2年度学校通知（保護者・児童宛） 附属小金井小学校長 2020年度 2021年4月1日 3年 2023年度末
電子:共有サー
バー内

職員室 附属小金井小学校長 廃棄

金小 附属学校 時間割 令和2年度授業時間割表・授業暦・行事予定表 附属小金井小学校長 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末
電子:共有サー
バー内

職員室 附属小金井小学校長 廃棄

金小 教務
健康診断表に関するもので重
要なもの

令和2年度健康診断票 附属小金井小学校長 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 保健室金庫 附属小金井小学校長 廃棄

金小 附属学校 保健日誌 令和2年度学校保健日誌 附属小金井小学校長 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 保健室 附属小金井小学校長 廃棄

金小 附属学校 出席簿 令和2年度児童出席簿 附属小金井小学校長 2020年度 2021年4月1日 在学中 2025年度末
電子:共有サー
バー内

印刷室 附属小金井小学校長 廃棄

金小 附属学校
指導要録（学籍に関する記
録）

令和2年度指導要録(学籍に関する記録) 附属小金井小学校長 2020年度 2021年4月1日 20年 2040年度末 紙 事務室金庫 附属小金井小学校長 廃棄

金小 附属学校 指導要録(指導に関する記録) 令和2年度指導要録(指導に関する記録) 附属小金井小学校長 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末
電子:共有サー
バー内

印刷室 附属小金井小学校長 廃棄

金小 教務
卒業証書発行台帳に関するも
の

令和2年度卒業生台帳 附属小金井小学校長 2020年度 2021年4月1日 無期限
電子:共有サー
バー内

印刷室 附属小金井小学校長 廃棄

金小 人　事 勤務時間記録簿 令和3年度勤務時間記録簿 附属学校課（小金井地区事務係） 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 総務部附属学校課小金井地区事務係 廃棄

金小 人　事 勤務日及び勤務時間表 令和3年度勤務日及び勤務時間表 附属小金井小学校長 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 総務部附属学校課小金井地区事務係 廃棄

金小 人　事
諸手当に関するもの(特殊勤
務手当）

令和3年度特殊勤務手当実績及び整理簿 附属学校課（小金井地区事務係） 2021年度 2022年4月1日 3年 2024年度末 紙 事務室 総務部附属学校課小金井地区事務係 廃棄

金小 教務 入学試験等に関するもの 令和3年度入試関係文書（実施要項・受験者名簿・願書） 附属学校課（小金井地区事務係） 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 総務部附属学校課小金井地区事務係 廃棄

金小 人　事 勤務時間報告書 令和3年度勤務時間報告書 附属学校課（小金井地区事務係） 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 総務部附属学校課小金井地区事務係 廃棄

金小 人　事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

令和3年度勤務時間（始業・終業時刻）記録簿（非常勤職員） 附属学校課（小金井地区事務係） 2021年度 2022年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課小金井地区事務係 廃棄

金小 人　事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

令和3年度出勤簿（非常勤講師） 附属小金井小学校 2021年度 2022年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課小金井地区事務係 廃棄

金小 人　事
休暇簿等の給与簿に関するも
の

令和3年休暇簿 附属学校課（小金井地区事務係） 2021年度 2022年4月1日 3年 2024年末 紙 事務室 総務部附属学校課小金井地区事務係 廃棄
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部局名 １）大分類 ２）中分類 ３）小分類（法人文書ファイル名） ４）作成・取得者
５）作成・取得年度
等

６）起算日 ７）保存期間
８）保存期間
    満了時期

９）媒体の種別 10）保存場所 11）管理担当課・係
12)保存期間満
了時の措置

備考

金小 教務 児童の在籍に関するもの 令和3年度退学願 附属学校課（小金井地区事務係） 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 総務部附属学校課小金井地区事務係 廃棄

金小 教務 児童の在籍に関するもの 令和3年度転入学願 附属学校課（小金井地区事務係） 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 総務部附属学校課小金井地区事務係 廃棄

金小 教務
児童身分証等各種証明書発
行に関するもの

令和3年度身分証明書（再）発行願 附属学校課（小金井地区事務係） 2021年度 2022年4月1日 3年 2024年末 紙 事務室 総務部附属学校課小金井地区事務係 廃棄

金小 附属学校
教科書採択・無償給与関係文
書

令和3年度教科書関係綴 附属学校課（小金井地区事務係） 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 総務部附属学校課小金井地区事務係 廃棄

金小 会計 寄附金に関する文書 令和3年度寄附金に関する文書 附属学校課（小金井地区事務係） 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 総務部附属学校課小金井地区事務係 廃棄

金小 会計 現金出納簿 令和3年度現金出納簿 附属学校課（小金井地区事務係） 2021年度 2022年4月1日 10年 2031年度末 紙 事務室 総務部附属学校課小金井地区事務係 廃棄

金小 会計 資産台帳 令和3年度資産台帳 附属学校課（小金井地区事務係） 2021年度 2022年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課小金井地区事務係 廃棄

金小 会計 旅行命令簿 令和3年度旅行命令伺（「復命書」「着任届」「依頼文書」等含む） 附属学校課（小金井地区事務係） 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 総務部附属学校課小金井地区事務係 廃棄

金小 会計 旅費の請求に係る添付書類 令和3年度公務外出申請書 附属学校課（小金井地区事務係） 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 総務部附属学校課小金井地区事務係 廃棄

金小 附属学校 学校・教務・日番日誌 令和3年度教務日誌 附属小金井小学校長 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 職員室 附属小金井小学校長 廃棄

金小 附属学校 学校・教務・日番日誌 令和3年度学校通知（保護者・児童宛） 附属小金井小学校長 2021年度 2022年4月1日 3年 2024年度末
電子:共有サー
バー内

職員室 附属小金井小学校長 廃棄

金小 附属学校 時間割 令和3年度授業時間割表・授業暦・行事予定表 附属小金井小学校長 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末
電子:共有サー
バー内

職員室 附属小金井小学校長 廃棄

金小 教務
健康診断表に関するもので重
要なもの

令和3年度健康診断票 附属小金井小学校長 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 保健室金庫 附属小金井小学校長 廃棄

金小 附属学校 保健日誌 令和3年度学校保健日誌 附属小金井小学校長 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 保健室 附属小金井小学校長 廃棄

金小 附属学校 出席簿 令和3年度児童出席簿 附属小金井小学校長 2021年度 2022年4月1日 在学中 2026年度末
電子:共有サー
バー内

印刷室 附属小金井小学校長 廃棄

金小 附属学校
指導要録（学籍に関する記
録）

令和3年度指導要録(学籍に関する記録) 附属小金井小学校長 2021年度 2022年4月1日 20年 2041年度末 紙 事務室金庫 附属小金井小学校長 廃棄

金小 附属学校 指導要録(指導に関する記録) 令和3年度指導要録(指導に関する記録) 附属小金井小学校長 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末
電子:共有サー
バー内

印刷室 附属小金井小学校長 廃棄

金小 教務
卒業証書発行台帳に関するも
の

令和3年度卒業生台帳 附属小金井小学校長 2021年度 2022年4月1日 無期限
電子:共有サー
バー内

印刷室 附属小金井小学校長 廃棄

金中 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成13年度非常勤出勤簿 附属小金井中学校 2001年度 2002年4月1日 無期限 紙 事務室
総務部附属学校課小金井地区事務係
（中学校担当）

廃棄

金中 附属学校 指導要録(学籍に関する記録) 平成13年度生徒指導要録 附属小金井中学校学級担任 2002年度 2003年4月1日 20年 2022年度末 紙 教務室 附属小金井中学校教務部 廃棄

金中 附属学校 指導要録(学籍に関する記録) 平成14年度生徒指導要録 附属小金井中学校学級担任 2003年度 2004年4月1日 20年 2023年度末 紙 教務室 附属小金井中学校教務部 廃棄

金中 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成14年度非常勤出勤簿 附属小金井中学校 2002年度 2003年4月1日 無期限 紙 事務室
総務部附属学校課小金井地区事務係
（中学校担当）

廃棄

金中 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成14年度非常勤出勤簿 附属小金井中学校 2002年度 2003年4月1日 無期限 紙 事務室
総務部附属学校課小金井地区事務係
（中学校担当）

廃棄

金中 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成15年度非常勤出勤簿 附属小金井中学校 2003年 2004年1月1日 無期限 紙 事務室
総務部附属学校課小金井地区事務係
（中学校担当）

廃棄

金中 附属学校 指導要録(学籍に関する記録) 平成15年度生徒指導要録 附属小金井中学校学級担任 2004年度 2005年4月1日 20年 2024年度末 紙 教務室 附属小金井中学校教務部 廃棄

金中 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成15年度非常勤出勤簿 総務部附属学校課小金井地区事務係 2003年度 2004年4月1日 無期限 紙 事務室
総務部附属学校課小金井地区事務係
（中学校担当）

廃棄

金中 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成16年度非常勤出勤簿 総務部附属学校課小金井地区事務係 2004年度 2005年4月1日 無期限 紙 事務室
総務部附属学校課小金井地区事務係
（中学校担当）

廃棄

金中 会計 物品供用簿 物品供用簿(甲) 総務部附属学校課小金井地区事務係 2004年度 2005年4月1日 無期限 紙 事務室
総務部附属学校課小金井地区事務係
（中学校担当）

廃棄

金中 附属学校
卒業証書発行台帳及び修了
証書発行台帳に関するもの

卒業台帳 附属小金井中学校3年担任 2004年度 2005年4月1日 無期限 紙 教務室 附属小金井中学校長 廃棄

金中 会計 物品供用簿 物品供用簿(甲) 総務部附属学校課小金井地区事務係 2005年度 2006年4月1日 無期限 紙 事務室
総務部附属学校課小金井地区事務係
（中学校担当）

廃棄

金中 附属学校 指導要録(学籍に関する記録) 平成17年度生徒指導要録 附属小金井中学校担任 2005年度 2006年4月1日 20年 2025年度末 紙 教務室 附属小金井中学校教務部 廃棄

金中 附属学校
卒業証書発行台帳及び修了
証書発行台帳に関するもの

卒業台帳 附属小金井中学校3年担任 2005年度 2006年4月1日 無期限 紙 教務室 附属小金井中学校長 廃棄

金中 会計 物品供用簿 物品供用簿(甲) 総務部附属学校課小金井地区事務係 2006年度 2007年4月1日 無期限 紙 事務室
総務部附属学校課小金井地区事務係
（中学校担当）

廃棄

金中 附属学校 指導要録(学籍に関する記録) 平成18年度生徒指導要録 附属小金井中学校担任 2006年度 2007年4月1日 20年 2026年度末 紙 教務室 附属小金井中学校教務部 廃棄

金中 附属学校
卒業証書発行台帳及び修了
証書発行台帳に関するもの

卒業台帳 附属小金井中学校3年担任 2006年度 2007年4月1日 無期限 紙 教務室 附属小金井中学校長 廃棄

金中 会計 物品供用簿 物品供用簿(甲) 総務部附属学校課小金井地区事務係 2007年度 2008年4月1日 無期限 紙 事務室
総務部附属学校課小金井地区事務係
（中学校担当）

廃棄

金中 附属学校 指導要録(学籍に関する記録) 平成19年度生徒指導要録 附属小金井中学校担任 2007年度 2008年4月1日 20年 2027年度末 紙 教務室 附属小金井中学校教務部 廃棄

金中 附属学校
卒業証書発行台帳及び修了
証書発行台帳に関するもの

卒業台帳 附属小金井中学校3年担任 2007年度 2008年4月1日 無期限 紙 教務室 附属小金井中学校長 廃棄

金中 会計 物品供用簿 物品供用簿(甲) 総務部附属学校課小金井地区事務係 2008年度 2009年4月1日 無期限 紙 事務室
総務部附属学校課小金井地区事務係
（中学校担当）

廃棄

金中 附属学校 指導要録(学籍に関する記録) 平成20年度生徒指導要録 附属小金井中学校担任 2008年度 2009年4月1日 20年 2028年度末 紙 教務室 附属小金井中学校教務部 廃棄

金中 附属学校
卒業証書発行台帳及び修了
証書発行台帳に関するもの

卒業台帳 附属小金井中学校3年担任 2008年度 2009年4月1日 無期限 紙 教務室 附属小金井中学校長 廃棄

金中 会計 物品供用簿 物品供用簿(甲) 総務部附属学校課小金井地区事務係 2009年度 2010年4月1日 無期限 紙 事務室
総務部附属学校課小金井地区事務係
（中学校担当）

廃棄

金中 附属学校 指導要録(学籍に関する記録) 平成21年度生徒指導要録 附属小金井中学校担任 2009年度 2010年4月1日 20年 2029年度末 紙 教務室 附属小金井中学校教務部 廃棄

金中 附属学校
卒業証書発行台帳及び修了
証書発行台帳に関するもの

卒業台帳 附属小金井中学校3年担任 2009年度 2010年4月1日 無期限 紙 教務室 附属小金井中学校長 廃棄

金中 会計 物品供用簿 物品供用簿(甲) 総務部附属学校課小金井地区事務係 2010年度 2011年4月1日 無期限 紙 事務室
総務部附属学校課小金井地区事務係
（中学校担当）

廃棄

金中 附属学校 指導要録(学籍に関する記録) 平成22年度生徒指導要録 附属小金井中学校担任 2010年度 2011年4月1日 20年 2030年度末 紙 教務室 附属小金井中学校教務部 廃棄

金中 附属学校
卒業証書発行台帳及び修了
証書発行台帳に関するもの

卒業台帳 附属小金井中学校3年担任 2010年度 2011年4月1日 無期限 紙 教務室 附属小金井中学校長 廃棄

金中 会計 物品供用簿 物品供用簿(甲) 総務部附属学校課小金井地区事務係 2011年度 2012年4月1日 無期限 紙 事務室
総務部附属学校課小金井地区事務係
（中学校担当）

廃棄

金中 附属学校 指導要録(学籍に関する記録) 平成23年度生徒指導要録 附属小金井中学校担任 2011年度 2012年4月1日 20年 2031年度末 紙 教務室 附属小金井中学校教務部 廃棄

金中 附属学校
卒業証書発行台帳及び修了
証書発行台帳に関するもの

卒業台帳 附属小金井中学校3年担任 2011年度 2012年4月1日 無期限 紙 教務室 附属小金井中学校長 廃棄

金中 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成24年度出勤簿（非常勤講師） 総務部附属学校課小金井地区事務係 2012年度 2013年4月1日 無期限 紙 事務室
総務部附属学校課小金井地区事務係
（中学校担当）

廃棄

金中 附属学校 指導要録(学籍に関する記録) 平成24年度生徒指導要録 附属小金井中学校担任 2012年度 2013年4月1日 20年 2032年度末 紙 教務室 附属小金井中学校教務部 廃棄

金中 附属学校
卒業証書発行台帳及び修了
証書発行台帳に関するもの

卒業台帳 附属小金井中学校3年担任 2012年度 2013年4月1日 無期限 紙 教務室 附属小金井中学校長 廃棄

金中 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成25年度出勤簿（非常勤講師） 総務部附属学校課小金井地区事務係 2013年度 2014年4月1日 無期限 紙 事務室
総務部附属学校課小金井地区事務係
（中学校担当）

廃棄

金中 附属学校 指導要録(学籍に関する記録) 平成25年度生徒指導要録 附属小金井中学校担任 2013年度 2014年4月1日 20年 2033年度末 紙 教務室 附属小金井中学校教務部 廃棄

金中 附属学校
卒業証書発行台帳及び修了
証書発行台帳に関するもの

卒業台帳 附属小金井中学校3年担任 2013年度 2014年4月1日 無期限 紙 教務室 附属小金井中学校長 廃棄

金中 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成26年度出勤簿（非常勤講師） 総務部附属学校課小金井地区事務係 2014年度 2015年4月1日 無期限 紙 事務室
総務部附属学校課小金井地区事務係
（中学校担当）

廃棄

金中 附属学校 指導要録(学籍に関する記録) 平成26年度生徒指導要録 附属小金井中学校担任 2014年度 2015年4月1日 20年 2034年度末 紙 教務室 附属小金井中学校教務部 廃棄

金中 附属学校
卒業証書発行台帳及び修了
証書発行台帳に関するもの

卒業台帳 附属小金井中学校3年担任 2014年度 2015年4月1日 無期限 紙 教務室 附属小金井中学校長 廃棄

金中 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成27年度出勤簿（非常勤講師） 総務部附属学校課小金井地区事務係 2015年度 2016年4月1日 無期限 紙 事務室
総務部附属学校課小金井地区事務係
（中学校担当）

廃棄

金中 附属学校 指導要録(学籍に関する記録) 平成27年度生徒指導要録 附属小金井中学校担任 2015年度 2016年4月1日 20年 2035年度末 紙 教務室 附属小金井中学校教務部 廃棄
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金中 附属学校
卒業証書発行台帳及び修了
証書発行台帳に関するもの

卒業台帳 附属小金井中学校3年担任 2015年度 2016年4月1日 無期限 紙 教務室 附属小金井中学校長 廃棄

金中 人事 勤務時間記録簿 平成29年度勤務時間記録簿 総務部附属学校課小金井地区事務係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室
総務部附属学校課小金井地区事務係
（中学校担当）

廃棄

金中 人事 勤務時間記録簿 平成30年度勤務時間記録簿 総務部附属学校課小金井地区事務係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室
総務部附属学校課小金井地区事務係
（中学校担当）

廃棄

金中 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成28年度出勤簿（非常勤講師） 総務部附属学校課小金井地区事務係 2016年度 2017年4月1日 無期限 紙 事務室
総務部附属学校課小金井地区事務係
（中学校担当）

廃棄

金中 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成29年度出勤簿（非常勤講師） 総務部附属学校課小金井地区事務係 2017年度 2018年4月1日 無期限 紙 事務室
総務部附属学校課小金井地区事務係
（中学校担当）

廃棄

金中 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成30年度出勤簿（非常勤講師） 総務部附属学校課小金井地区事務係 2018年度 2019年4月1日 無期限 紙 事務室
総務部附属学校課小金井地区事務係
（中学校担当）

廃棄

金中 会計 出張に関するもの 平成29年度旅行命令依頼伺 総務部附属学校課小金井地区事務係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室
総務部附属学校課小金井地区事務係
（中学校担当）

廃棄

金中 会計 出張に関するもの 平成30年度旅行命令依頼伺 総務部附属学校課小金井地区事務係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室
総務部附属学校課小金井地区事務係
（中学校担当）

廃棄

金中 会計 出張に関するもの 平成29年度公務外出申請書 総務部附属学校課小金井地区事務係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室
総務部附属学校課小金井地区事務係
（中学校担当）

廃棄

金中 会計 出張に関するもの 平成30年度公務外出申請書 総務部附属学校課小金井地区事務係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室
総務部附属学校課小金井地区事務係
（中学校担当）

廃棄

金中 附属学校
日本スポーツ振興センター関
係文書

日本スポーツ振興センター給付金関係（平成29年度） 附属小金井中学校長 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 保健室 附属小金井中学校指導部 廃棄

金中 附属学校
日本スポーツ振興センター関
係文書

日本スポーツ振興センター給付金関係（平成30年度） 附属小金井中学校長 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 保健室 附属小金井中学校指導部 廃棄

金中 附属学校 指導要録(学籍に関する記録) 平成28年度生徒指導要録 附属小金井中学校担任 2016年度 2017年4月1日 20年 2036年度末 紙 学年室 附属小金井中学校教務部 廃棄

金中 附属学校 指導要録(学籍に関する記録) 平成29年度生徒指導要録 附属小金井中学校担任 2017年度 2018年4月1日 20年 2037年度末 紙 学年室 附属小金井中学校教務部 廃棄

金中 附属学校 指導要録(学籍に関する記録) 平成30年度生徒指導要録 附属小金井中学校担任 2018年度 2019年4月1日 20年 2038年度末 紙 教務室 附属小金井中学校教務部 廃棄

金中 附属学校 入試(発育調査)問題 平成29年度入学願書 附属小金井中学校進路指導係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 教務室 附属小金井中学校教務部 廃棄

金中 附属学校 入試(発育調査)問題 平成30年度入学願書 附属小金井中学校進路指導係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 進路指導室 附属小金井中学校教務部 廃棄

金中 附属学校 入試(発育調査)問題 平成29年度報告書 附属小金井中学校進路指導係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 教務室 附属小金井中学校教務部 廃棄

金中 附属学校 入試(発育調査)問題 平成30年度報告書 附属小金井中学校進路指導係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 進路指導室 附属小金井中学校教務部 廃棄

金中 附属学校 日直・学級日誌 平成29年度学級日誌 附属小金井中学校担任 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 教務室 附属小金井中学校教務部 廃棄

金中 附属学校 日直・学級日誌 平成30年度学級日誌 附属小金井中学校担任 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 教務室 附属小金井中学校教務部 廃棄

金中 附属学校
卒業証書発行台帳及び修了
証書発行台帳に関するもの

卒業台帳 附属小金井中学校3年担任 2016年度 2017年4月1日 無期限 紙 教務室 附属小金井中学校長 廃棄

金中 附属学校
卒業証書発行台帳及び修了
証書発行台帳に関するもの

卒業台帳 附属小金井中学校3年担任 2017年度 2018年4月1日 無期限 紙 教務室 附属小金井中学校長 廃棄

金中 附属学校
卒業証書発行台帳及び修了
証書発行台帳に関するもの

卒業台帳 附属小金井中学校3年担任 2018年度 2019年4月1日 無期限 紙 教務室 附属小金井中学校教務部 廃棄

金中 附属学校 保健日誌 平成29年度健康診断書 附属小金井中学校養護教諭 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 保健室 附属小金井中学校指導部 廃棄

金中 附属学校 保健日誌 平成30年度健康診断書 附属小金井中学校養護教諭 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 保健室 附属小金井中学校指導部 廃棄

金中 附属学校 保健日誌 平成29年度歯の検査票 附属小金井中学校養護教諭 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 保健室 附属小金井中学校指導部 廃棄

金中 附属学校 保健日誌 平成30年度歯の検査票 附属小金井中学校養護教諭 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 保健室 附属小金井中学校指導部 廃棄

金中 附属学校 日直・学級日誌 平成30年度学級日誌 附属小金井中学校担任 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 教務室 附属小金井中学校教務部 廃棄

金中 附属学校
卒業証書発行台帳及び修了
証書発行台帳に関するもの

卒業台帳 附属小金井中学校3年担任 2019年度 2020年4月1日 無期限 紙 教務室 附属小金井中学校教務部 廃棄

金中 附属学校 保健日誌 平成31（令和元）年度健康診断書 附属小金井中学校養護教諭 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 保健室 附属小金井中学校指導部 廃棄

金中 附属学校 保健日誌 平成31（令和元）年度歯の検査票 附属小金井中学校養護教諭 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 保健室 附属小金井中学校指導部 廃棄

金中 人事 勤務時間記録簿 平成31（令和元）年度勤務時間記録簿 総務部附属学校課小金井地区事務係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室
総務部附属学校課小金井地区事務係
（中学校担当）

廃棄

金中 人事
休暇簿等の給与簿に関するも
の

平成31（令和元）年休暇簿(年次休暇) 総務部附属学校課小金井地区事務係 2019年 2020年1月1日 3年 2022年末 紙 事務室
総務部附属学校課小金井地区事務係
（中学校担当）

廃棄

金中 人事
休暇簿等の給与簿に関するも
の

平成31（令和元）年度特殊勤務手当実績及び整理簿 総務部附属学校課小金井地区事務係 2019年度 2020年4月1日 3年 2022年末 紙 事務室
総務部附属学校課小金井地区事務係
（中学校担当）

廃棄

金中 人事
休暇簿等の給与簿に関するも
の

平成31（令和元）年度週休日の振替及び半日勤務時間の割振り
表

総務部附属学校課小金井地区事務係 2019年度 2020年4月1日 3年 2022年末 紙 事務室
総務部附属学校課小金井地区事務係
（中学校担当）

廃棄

金中 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成31（令和元）年度出勤簿（非常勤講師） 総務部附属学校課小金井地区事務係 2019年度 2020年4月1日 無期限 紙 事務室
総務部附属学校課小金井地区事務係
（中学校担当）

廃棄

金中 会計 出張に関するもの 平成31（令和元）年度旅行命令依頼伺 総務部附属学校課小金井地区事務係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室
総務部附属学校課小金井地区事務係
（中学校担当）

廃棄

金中 会計 出張に関するもの 平成31（令和元）年度公務外出申請書 総務部附属学校課小金井地区事務係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室
総務部附属学校課小金井地区事務係
（中学校担当）

廃棄

金中 附属学校
日本スポーツ振興センター関
係文書

日本スポーツ振興センター給付金関係（平成31（令和元）年度） 附属小金井中学校長 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 保健室 附属小金井中学校指導部 廃棄

金中 附属学校 指導要録(学籍に関する記録) 平成31（令和元）年度生徒指導要録 附属小金井中学校担任 2019年度 2020年4月1日 20年 2039年度末 紙 教務室 附属小金井中学校教務部 廃棄

金中 附属学校 入試(発育調査)問題 平成31（令和元）年度入学願書 附属小金井中学校進路指導係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 進路指導室 附属小金井中学校教務部 廃棄

金中 附属学校 入試(発育調査)問題 平成31（令和元）年度報告書 附属小金井中学校進路指導係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 進路指導室 附属小金井中学校教務部 廃棄

金中 附属学校
卒業証書発行台帳及び修了
証書発行台帳に関するもの

卒業台帳 附属小金井中学校3年担任 2020年度 2021年4月1日 無期限 紙 教務室 附属小金井中学校教務部 廃棄

金中 附属学校 保健日誌 令和2年度健康診断書 附属小金井中学校養護教諭 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 保健室 附属小金井中学校指導部 廃棄

金中 附属学校 保健日誌 令和2年度歯の検査票 附属小金井中学校養護教諭 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 保健室 附属小金井中学校指導部 廃棄

金中 人事 勤務時間記録簿 令和2年度勤務時間記録簿 総務部附属学校課小金井地区事務係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室
総務部附属学校課小金井地区事務係
（中学校担当）

廃棄

金中 人事
休暇簿等の給与簿に関するも
の

令和2年休暇簿(年次休暇) 総務部附属学校課小金井地区事務係 2020年 2021年1月1日 3年 2023年末 紙 事務室
総務部附属学校課小金井地区事務係
（中学校担当）

廃棄

金中 人事
休暇簿等の給与簿に関するも
の

令和2年度特殊勤務手当実績及び整理簿 総務部附属学校課小金井地区事務係 2020年度 2021年4月1日 3年 2023年度末 紙 事務室
総務部附属学校課小金井地区事務係
（中学校担当）

廃棄

金中 人事
休暇簿等の給与簿に関するも
の

令和2年度週休日の振替及び半日勤務時間の割振り表 総務部附属学校課小金井地区事務係 2020年度 2021年4月1日 3年 2023年度末 紙 事務室
総務部附属学校課小金井地区事務係
（中学校担当）

廃棄

金中 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

令和2年度出勤簿（非常勤講師） 総務部附属学校課小金井地区事務係 2020年度 2021年4月1日 無期限 紙 事務室
総務部附属学校課小金井地区事務係
（中学校担当）

廃棄

金中 会計 出張に関するもの 令和2年度旅行命令依頼伺 総務部附属学校課小金井地区事務係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室
総務部附属学校課小金井地区事務係
（中学校担当）

廃棄

金中 会計 出張に関するもの 令和2年度公務外出申請書 総務部附属学校課小金井地区事務係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室
総務部附属学校課小金井地区事務係
（中学校担当）

廃棄

金中 附属学校
日本スポーツ振興センター関
係文書

日本スポーツ振興センター給付金関係（令和2年度） 附属小金井中学校長 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 保健室 附属小金井中学校指導部 廃棄

金中 附属学校 指導要録(学籍に関する記録) 令和2年度生徒指導要録 附属小金井中学校担任 2020年度 2021年4月1日 20年 2040年度末 紙 教務室 附属小金井中学校教務部 廃棄

金中 附属学校 入試(発育調査)問題 令和2年度入学願書 附属小金井中学校進路指導係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 進路指導室 附属小金井中学校教務部 廃棄

金中 附属学校 入試(発育調査)問題 令和2年度報告書 附属小金井中学校進路指導係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 進路指導室 附属小金井中学校教務部 廃棄

金中 附属学校
卒業証書発行台帳及び修了
証書発行台帳に関するもの

卒業台帳 附属小金井中学校3年担任 2021年度 2022年4月1日 無期限 紙 教務室 附属小金井中学校教務部 廃棄

金中 附属学校 保健日誌 令和3年度健康診断書 附属小金井中学校養護教諭 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 保健室 附属小金井中学校指導部 廃棄

金中 附属学校 保健日誌 令和3年度歯の検査票 附属小金井中学校養護教諭 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 保健室 附属小金井中学校指導部 廃棄

金中 人事 勤務時間記録簿 令和3年度勤務時間記録簿 総務部附属学校課小金井地区事務係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室
総務部附属学校課小金井地区事務係
（中学校担当）

廃棄
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部局名 １）大分類 ２）中分類 ３）小分類（法人文書ファイル名） ４）作成・取得者
５）作成・取得年度
等

６）起算日 ７）保存期間
８）保存期間
    満了時期

９）媒体の種別 10）保存場所 11）管理担当課・係
12)保存期間満
了時の措置

備考

金中 人事
休暇簿等の給与簿に関するも
の

令和3年休暇簿(年次休暇) 総務部附属学校課小金井地区事務係 2021年度 2022年4月1日 3年 2024年末 紙 事務室
総務部附属学校課小金井地区事務係
（中学校担当）

廃棄

金中 人事
休暇簿等の給与簿に関するも
の

令和3年度特殊勤務手当実績及び整理簿 総務部附属学校課小金井地区事務係 2021年度 2022年4月1日 3年 2024年末 紙 事務室
総務部附属学校課小金井地区事務係
（中学校担当）

廃棄

金中 人事
休暇簿等の給与簿に関するも
の

令和3年度週休日の振替及び半日勤務時間の割振り表 総務部附属学校課小金井地区事務係 2021年度 2022年4月1日 3年 2024年末 紙 事務室
総務部附属学校課小金井地区事務係
（中学校担当）

廃棄

金中 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

令和3年度出勤簿（非常勤講師） 総務部附属学校課小金井地区事務係 2021年度 2022年4月1日 無期限 紙 事務室
総務部附属学校課小金井地区事務係
（中学校担当）

廃棄

金中 会計 出張に関するもの 令和3年度旅行命令依頼伺 総務部附属学校課小金井地区事務係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室
総務部附属学校課小金井地区事務係
（中学校担当）

廃棄

金中 会計 出張に関するもの 令和3年度公務外出申請書 総務部附属学校課小金井地区事務係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室
総務部附属学校課小金井地区事務係
（中学校担当）

廃棄

金中 附属学校
日本スポーツ振興センター関
係文書

日本スポーツ振興センター給付金関係（令和3年度） 附属小金井中学校長 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 保健室 附属小金井中学校指導部 廃棄

金中 附属学校 指導要録(学籍に関する記録) 令和3年度生徒指導要録 附属小金井中学校担任 2021年度 2022年4月1日 20年 2041年度末 紙 教務室 附属小金井中学校教務部 廃棄

金中 附属学校 指導要録抄本 令和3年度児童指導要録抄本 附属小金井中学校担任 2021年度 2022年4月1日 在学中 2022年度末 紙 学年室 附属小金井中学校教務部 廃棄

金中 附属学校 入試(発育調査)問題 令和3年度入学願書 附属小金井中学校進路指導係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 進路指導室 附属小金井中学校教務部 廃棄

金中 附属学校 入試(発育調査)問題 令和3年度報告書 附属小金井中学校進路指導係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 進路指導室 附属小金井中学校教務部 廃棄

泉小 附属学校
指導要録（学籍に関する記
録）

平成13年度指導要録 附属大泉小学校 2006年度 2007年4月1日 20年 2026年度末 紙 教務室 附属大泉小学校長 廃棄 平成18年度卒業生

泉小 附属学校
指導要録（学籍に関する記
録）

平成14年度指導要録 附属大泉小学校 2007年度 2008年4月1日 20年 2027年度末 紙 教務室 附属大泉小学校長 廃棄 平成19年度卒業生

泉小 附属学校
生活指導に関する文書で特に
重要なもの

平成24年度生活指導記録 附属大泉小学校長 2012年度 2013年4月1日 10年 2022年度末 紙 教務室 附属大泉小学校長 廃棄

泉小 会　計 現金出納簿 平成24年度現金出納簿 附属大泉小学校長 2012年度 2013年4月1日 10年 2022年度末 紙 事務室 総務部附属学校課大泉地区事務係 廃棄

泉小 会　計 概算要求に関する決裁文書 平成24年度要求書及び資料（部局提出分） 附属大泉小学校長 2012年度 2013年4月1日 10年 2022年度末 紙 事務室 総務部附属学校課大泉地区事務係 廃棄

泉小 附属学校 消防設備点検結果報告書 平成24年度消防設備点検結果報告書 附属大泉小学校長 2012年度 2013年4月1日 10年 2022年度末 紙 事務室 総務部附属学校課大泉地区事務係 廃棄

泉小 附属学校
指導要録（学籍に関する記
録）

平成15年度指導要録 附属大泉小学校 2008年度 2009年4月1日 20年 2028年度末 紙 教務室 附属大泉小学校長 廃棄 平成20年度卒業生

泉小 附属学校
指導要録（学籍に関する記
録）

平成16年度指導要録 附属大泉小学校長 2009年度 2010年4月1日 20年 2029年度末 紙 校長室 附属大泉小学校長 廃棄 平成21年度卒業生

泉小 附属学校
生活指導に関する文書で特に
重要なもの

平成25年度生活指導記録 附属大泉小学校長 2013年度 2014年4月1日 10年 2023年度末 紙 教務室 附属大泉小学校長 廃棄

泉小 会　計 現金出納簿 平成25年度出納簿 附属大泉小学校長 2013年度 2014年4月1日 10年 2023年度末 紙 事務室 総務部附属学校課大泉地区事務係 廃棄

泉小 会　計 概算要求に関する決裁文書 平成25年度要求書及び資料（部局提出分） 附属大泉小学校長 2013年度 2014年4月1日 10年 2023年度末 紙 事務室 総務部附属学校課大泉地区事務係 廃棄

泉小 附属学校 消防設備点検結果報告書 平成25年度消防設備点検結果報告書 附属大泉小学校長 2013年度 2014年4月1日 10年 2023年度末 紙 事務室 総務部附属学校課大泉地区事務係 廃棄

泉小 附属学校
指導要録（学籍に関する記
録）

平成17年度指導要録 附属大泉小学校長 2010年度 2011年4月1日 20年 2030年度末 紙 校長室 附属大泉小学校長 廃棄 平成22年度卒業生

泉小 附属学校
指導要録（学籍に関する記
録）

平成18年度指導要録 附属大泉小学校長 2011年度 2012年4月1日 20年 2031年度末 紙 校長室 附属大泉小学校長 廃棄 平成23年度卒業生

泉小 附属学校
指導要録（学籍に関する記
録）

平成19年度指導要録 附属大泉小学校長 2012年度 2013年4月1日 20年 2032年度末 紙 校長室 附属大泉小学校長 廃棄 平成24年度卒業生

泉小 附属学校
指導要録（学籍に関する記
録）

平成20年度指導要録 附属大泉小学校長 2013年度 2014年4月1日 20年 2033年度末 紙 校長室 附属大泉小学校長 廃棄 平成25年度卒業生

泉小 附属学校
指導要録（学籍に関する記
録）

平成21年度指導要録 附属大泉小学校長 2014年度 2015年4月1日 20年 2034年度末 紙 校長室 附属大泉小学校長 廃棄 平成26年度卒業生

泉小 附属学校
指導要録（学籍に関する記
録）

平成22年度指導要録 附属大泉小学校長 2015年度 2016年4月1日 20年 2035年度末 紙 校長室 附属大泉小学校長 廃棄 平成27年度卒業生

泉小 附属学校
指導要録（学籍に関する記
録）

平成23年度指導要録 附属大泉小学校長 2016年度 2017年4月1日 20年 2036年度末 紙 校長室 附属大泉小学校長 廃棄 平成28年度卒業生

泉小 会　計 資産台帳 資産台帳 附属大泉小学校事務係 2005年度 2006年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課大泉地区事務係 廃棄

泉小 人　事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成17年度非常勤出勤簿 附属大泉小学校事務係 2005年度 2006年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課大泉地区事務係 廃棄

泉小 附属学校
卒業証書発行台帳及び修了
証書発行台帳に関するもの

平成17年度卒業生台帳 附属大泉小学校長 2005年度 2006年4月1日 無期限 紙 校長室 附属大泉小学校長 廃棄

泉小 会　計 資産台帳 資産台帳 附属大泉小学校事務係 2006年度 2007年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課大泉地区事務係 廃棄

泉小 附属学校
卒業証書発行台帳及び修了
証書発行台帳に関するもの

平成18年度卒業生台帳 附属大泉小学校長 2006年度 2007年4月1日 無期限 紙 校長室 附属大泉小学校長 廃棄

泉小 附属学校
卒業証書発行台帳及び修了
証書発行台帳に関するもの

平成19年度卒業生台帳 附属大泉小学校長 2007年度 2008年4月1日 無期限 紙 教務室 附属大泉小学校長 廃棄

泉小 会　計 資産台帳 資産台帳 附属大泉小学校長 2007年度 2008年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課大泉地区事務係 廃棄

泉小 附属学校
卒業証書発行台帳及び修了
証書発行台帳に関するもの

平成20年度卒業生台帳 附属大泉小学校長 2008年度 2009年4月1日 無期限 紙 教務室 附属大泉小学校長 廃棄

泉小 会　計 資産台帳 資産台帳 附属大泉小学校長 2008年度 2009年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課大泉地区事務係 廃棄

泉小 附属学校
卒業証書発行台帳及び修了
証書発行台帳に関するもの

平成21年度卒業生台帳 附属大泉小学校長 2009年度 2010年4月1日 無期限 紙 教務室 附属大泉小学校長 廃棄

泉小 会　計 資産台帳 資産台帳 附属大泉小学校長 2009年度 2010年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課大泉地区事務係 廃棄

泉小 附属学校
卒業証書発行台帳及び修了
証書発行台帳に関するもの

平成22年度卒業生台帳 附属大泉小学校長 2010年度 2011年4月1日 無期限 紙 教務室 附属大泉小学校長 廃棄

泉小 会　計 資産台帳 資産台帳 附属大泉小学校長 2010年度 2011年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課大泉地区事務係 廃棄

泉小 附属学校
卒業証書発行台帳及び修了
証書発行台帳に関するもの

平成23年度卒業生台帳 附属大泉小学校長 2011年度 2012年4月1日 無期限 紙 教務室 附属大泉小学校長 廃棄

泉小 会　計 資産台帳 資産台帳 附属大泉小学校長 2011年度 2012年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課大泉地区事務係 廃棄

泉小 附属学校
卒業証書発行台帳及び修了
証書発行台帳に関するもの

平成24年度卒業生台帳 附属大泉小学校長 2012年度 2013年4月1日 無期限 紙 教務室 附属大泉小学校長 廃棄

泉小 会　計 資産台帳 資産台帳 附属大泉小学校長 2012年度 2013年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課大泉地区事務係 廃棄

泉小 附属学校
卒業証書発行台帳及び修了
証書発行台帳に関するもの

平成25年度卒業生台帳 附属大泉小学校長 2013年度 2014年4月1日 無期限 紙 教務室 附属大泉小学校長 廃棄

泉小 会　計 資産台帳 資産台帳 附属大泉小学校長 2013年度 2014年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課大泉地区事務係 廃棄

泉小 附属学校
生活指導に関する文書で特に
重要なもの

平成26年度生活指導記録 附属大泉小学校長 2014年度 2015年4月1日 10年 2024年度末 紙 教務室 附属大泉小学校長 廃棄

泉小 会　計 現金出納簿 平成26年度出納簿 附属大泉小学校長 2014年度 2015年4月1日 10年 2024年度末 紙 事務室 総務部附属学校課大泉地区事務係 廃棄

泉小 会　計 概算要求に関する決裁文書 平成26年度要求書及び資料（部局提出分） 附属大泉小学校長 2014年度 2015年4月1日 10年 2024年度末 紙 事務室 総務部附属学校課大泉地区事務係 廃棄

泉小 附属学校 消防設備点検結果報告書 平成26年度消防設備点検結果報告書 附属大泉小学校長 2014年度 2015年4月1日 10年 2024年度末 紙 事務室 総務部附属学校課大泉地区事務係 廃棄

泉小 附属学校
卒業証書発行台帳及び修了
証書発行台帳に関するもの

平成26年度卒業生台帳 附属大泉小学校長 2014年度 2015年4月1日 無期限 紙 教務室 附属大泉小学校長 廃棄

泉小 会　計 資産台帳 資産台帳 附属大泉小学校長 2014年度 2015年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課大泉地区事務係 廃棄

泉小 附属学校
生活指導に関する文書で特に
重要なもの

学年学級経営案 附属大泉小学校長 2015年度 2016年4月1日 10年 2025年度末 紙 教務室 附属大泉小学校長 廃棄

泉小 会　計 概算要求に関する決裁文書 平成27年度要求書及び資料（部局提出分） 附属大泉小学校長 2015年度 2016年4月1日 10年 2025年度末 紙 事務室 総務部附属学校課大泉地区事務係 廃棄

泉小 附属学校 消防設備点検結果報告書 平成27年度消防設備点検結果報告書 附属大泉小学校長 2015年度 2016年4月1日 10年 2025年度末 紙 事務室 総務部附属学校課大泉地区事務係 廃棄

泉小 附属学校
卒業証書発行台帳及び修了
証書発行台帳に関するもの

平成27年度卒業生台帳 附属大泉小学校長 2015年度 2016年4月1日 無期限 紙 教務室 附属大泉小学校長 廃棄

泉小 会　計 資産台帳 資産台帳 附属大泉小学校長 2015年度 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課大泉地区事務係 廃棄

泉小 附属学校 連絡進学資料 平成28年度連絡進学資料 附属大泉小学校長 2016年度 2017年4月1日 在学中 2022年度末 紙 校長室 附属大泉小学校長 廃棄

105/190



法人文書ファイル管理簿データ（全学）

部局名 １）大分類 ２）中分類 ３）小分類（法人文書ファイル名） ４）作成・取得者
５）作成・取得年度
等

６）起算日 ７）保存期間
８）保存期間
    満了時期

９）媒体の種別 10）保存場所 11）管理担当課・係
12)保存期間満
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泉小 附属学校 誓約書 平成28年度誓約書 附属大泉小学校長 2016年度 2017年4月1日 在学中 2022年度末 紙 教務室 附属大泉小学校長 廃棄

泉小 附属学校 児童名簿，写真 平成28年度児童名簿・写真 附属大泉小学校長 2016年度 2017年4月1日 在学中 2022年度末 紙 教務室 附属大泉小学校長 廃棄

泉小 附属学校 児童名簿，写真 平成28年度児童・PTA会員名簿 附属大泉小学校長 2016年度 2017年4月1日 在学中 2022年度末 紙 教務室 附属大泉小学校長 廃棄

泉小 附属学校 児童名簿，写真 平成28年度身分証明書発行台帳 附属大泉小学校長 2016年度 2017年4月1日 在学中 2022年度末 紙 事務室 総務部附属学校課大泉地区事務係 廃棄

泉小 附属学校 指導要録抄本 平成28年度指導要録抄本 附属大泉小学校長 2016年度 2017年4月1日 在学中 2022年度末 磁気データ 教務室 附属大泉小学校長 廃棄

泉小 附属学校 合否判定会議資料 平成28年度合否判定会議資料 附属大泉小学校長 2016年度 2017年4月1日 在学中 2022年度末 紙 校長室 附属大泉小学校長 廃棄

泉小 附属学校 帰国生身上調書 平成28年度帰国生身上調書 附属大泉小学校長 2016年度 2017年4月1日 在学中 2022年度末 紙 教務室 附属大泉小学校長 廃棄

泉小 附属学校
生活指導に関する文書で特に
重要なもの

学年学級経営案 附属大泉小学校長 2016年度 2017年4月1日 10年 2026年度末 紙 教務室 附属大泉小学校長 廃棄

泉小 会　計 概算要求に関する決裁文書 平成28年度要求書及び資料（部局提出分） 附属大泉小学校長 2016年度 2017年4月1日 10年 2026年度末 紙 事務室 総務部附属学校課大泉地区事務係 廃棄

泉小 附属学校 消防設備点検結果報告書 平成28年度消防設備点検結果報告書 附属大泉小学校長 2016年度 2017年4月1日 10年 2026年度末 紙 事務室 総務部附属学校課大泉地区事務係 廃棄

泉小 附属学校
卒業証書発行台帳及び修了
証書発行台帳に関するもの

平成28年度卒業生台帳 附属大泉小学校長 2016年度 2017年4月1日 無期限 紙 教務室 附属大泉小学校長 廃棄

泉小 会　計 資産台帳 資産台帳 附属大泉小学校長 2016年度 2017年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課大泉地区事務係 廃棄

泉小 附属学校 保健日誌 平成29年度学校保健日誌 附属大泉小学校長 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 保健室 附属大泉小学校養護教諭 廃棄

泉小 附属学校 入試（発育調査）問題 平成29年度入試（発育調査）問題 附属大泉小学校長 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 校長室 附属大泉小学校長 廃棄

泉小 附属学校 入学試験等に関するもの 平成29年度入学志願票 附属大泉小学校長 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 校長室 附属大泉小学校長 廃棄

泉小 附属学校 入学試験等に関するもの 平成29年度発育調査願書 附属大泉小学校長 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 校長室 附属大泉小学校長 廃棄

泉小 附属学校
日本スポーツ振興センター関
係文書

平成29年度日本スポーツ振興センター関係 附属大泉小学校長 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 保健室 附属大泉小学校養護教諭 廃棄

泉小 人　事 勤務時間報告書 平成29年度勤務時間報告書 附属大泉小学校長 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 総務部附属学校課大泉地区事務係 廃棄

泉小 人　事 出張に関するもの 平成29年度公務外出(都内)申請書 附属大泉小学校長 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 総務部附属学校課大泉地区事務係 廃棄

泉小 人　事 出張に関するもの 平成29年度旅行命令・依頼伺 附属大泉小学校長 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 総務部附属学校課大泉地区事務係 廃棄

泉小 附属学校 時間割 平成29年度時間割 附属大泉小学校長 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 教務室 附属大泉小学校長 廃棄

泉小 附属学校 学校要覧 平成29年度学校要覧 附属大泉小学校長 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 教務室 附属大泉小学校長 廃棄

泉小 附属学校 研究発表会開催資料 平成29年度研究発表会開催資料 附属大泉小学校長 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 教務室 附属大泉小学校長 廃棄

泉小 附属学校 研究会資料 平成29年度研究会資料 附属大泉小学校長 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 教務室 附属大泉小学校長 廃棄

泉小 附属学校 研究会記録 平成29年度研究会記録 附属大泉小学校長 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 教務室 附属大泉小学校長 廃棄

泉小 教　務
健康診断表等児童の健康管
理に関するもので重要なもの

平成29年度健康診断票 附属大泉小学校長 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 保健室 附属大泉小学校養護教諭 廃棄

泉小 教　務
健康診断表等児童の健康管
理に関するもので重要なもの

平成29年度保健調査書 附属大泉小学校長 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 保健室 附属大泉小学校養護教諭 廃棄

泉小 教　務
教務の関係で5年保存が必要
であるもの

平成29年度教務関係 附属大泉小学校長 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 教務室 附属大泉小学校長 廃棄

泉小 附属学校
教科書採択・無償給与関係文
書

平成29年度教科書関係 附属大泉小学校長 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 総務部附属学校課大泉地区事務係 廃棄

泉小 附属学校
学校医（歯科医・薬剤師）執務
記録

平成29年度学校医（歯科医・薬剤師）執務記録 附属大泉小学校長 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 保健室 附属大泉小学校養護教諭 廃棄

泉小 附属学校 学校・教務・日番日誌 平成29年度学校日誌 附属大泉小学校長 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 教務室 附属大泉小学校長 廃棄

泉小 附属学校 プール日誌・プールの記録 平成29年度プール日誌・プールの記録 附属大泉小学校長 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 教務室 附属大泉小学校長 廃棄

泉小 附属学校 学級閉鎖報告 平成29年度学級閉鎖報告 附属大泉小学校長 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 教務室 附属大泉小学校長 廃棄

泉小 附属学校 基準給与簿(控) 平成29年度基準給与簿(控) 附属大泉小学校長 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 総務部附属学校課大泉地区事務係 廃棄

泉小 附属学校 プール水質検査 平成29年度プール水質検査 附属大泉小学校長 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 総務部附属学校課大泉地区事務係 廃棄

泉小 附属学校 産業廃棄物管理票 平成29年度産業廃棄物管理票 附属大泉小学校長 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 総務部附属学校課大泉地区事務係 廃棄

泉小 附属学校 諸謝金等に関する伺書 平成29年度諸謝金等に関する伺書 附属大泉小学校長 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 総務部附属学校課大泉地区事務係 廃棄

泉小 附属学校 連絡進学資料 平成29年度連絡進学資料 附属大泉小学校長 2017年度 2018年4月1日 在学中 2023年度末 紙 校長室 附属大泉小学校長 廃棄

泉小 附属学校 誓約書 平成29年度誓約書 附属大泉小学校長 2017年度 2018年4月1日 在学中 2023年度末 紙 教務室 附属大泉小学校長 廃棄

泉小 附属学校 児童名簿，写真 平成29年度児童・PTA会員名簿 附属大泉小学校長 2017年度 2018年4月1日 在学中 2023年度末 紙 教務室 附属大泉小学校長 廃棄

泉小 附属学校 児童名簿，写真 平成29年度身分証明書発行台帳 附属大泉小学校長 2017年度 2018年4月1日 在学中 2023年度末 紙 事務室 総務部附属学校課大泉地区事務係 廃棄

泉小 附属学校 指導要録抄本 平成29年度指導要録抄本 附属大泉小学校長 2017年度 2018年4月1日 在学中 2023年度末 磁気データ 教務室 附属大泉小学校長 廃棄

泉小 附属学校 合否判定会議資料 平成29年度合否判定会議資料 附属大泉小学校長 2017年度 2018年4月1日 在学中 2023年度末 紙 校長室 附属大泉小学校長 廃棄

泉小 附属学校 帰国生身上調書 平成29年度帰国生身上調書 附属大泉小学校長 2017年度 2018年4月1日 在学中 2023年度末 紙 教務室 附属大泉小学校長 廃棄

泉小 附属学校
生活指導に関する文書で特に
重要なもの

学年学級経営案 附属大泉小学校長 2017年度 2018年4月1日 10年 2027年度末 紙 教務室 附属大泉小学校長 廃棄

泉小 会　計 概算要求に関する決裁文書 平成29年度要求書及び資料（部局提出分） 附属大泉小学校長 2017年度 2018年4月1日 10年 2027年度末 紙 事務室 総務部附属学校課大泉地区事務係 廃棄

泉小 附属学校 消防設備点検結果報告書 平成29年度消防設備点検結果報告書 附属大泉小学校長 2017年度 2018年4月1日 10年 2027年度末 紙 事務室 総務部附属学校課大泉地区事務係 廃棄

泉小 附属学校 出席簿 平成29年度出席簿 附属大泉小学校長 2017年度 2018年4月1日 在学中 2022年度末 紙 校長室 附属大泉小学校長 廃棄

泉小 附属学校
卒業証書発行台帳及び修了
証書発行台帳に関するもの

平成29年度卒業生台帳 附属大泉小学校長 2017年度 2018年4月1日 無期限 紙 教務室 附属大泉小学校長 廃棄

泉小 会　計 資産台帳 資産台帳 附属大泉小学校長 2017年度 2018年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課大泉地区事務係 廃棄

泉小 附属学校 保健日誌 平成30年度学校保健日誌 附属大泉小学校長 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 保健室 附属大泉小学校養護教諭 廃棄

泉小 附属学校 入試（発育調査）問題 平成30年度入試（発育調査）問題 附属大泉小学校長 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 校長室 附属大泉小学校長 廃棄

泉小 附属学校 入学試験等に関するもの 平成30年度入学志願票 附属大泉小学校長 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 校長室 附属大泉小学校長 廃棄

泉小 附属学校 入学試験等に関するもの 平成30年度発育調査願書 附属大泉小学校長 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 校長室 附属大泉小学校長 廃棄

泉小 附属学校
日本スポーツ振興センター関
係文書

平成30年度日本スポーツ振興センター関係 附属大泉小学校長 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 保健室 附属大泉小学校養護教諭 廃棄

泉小 人　事 勤務時間報告書 平成30年度勤務時間報告書 附属大泉小学校長 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 総務部附属学校課大泉地区事務係 廃棄

泉小 人　事 出張に関するもの 平成30年度公務外出(都内)申請書 附属大泉小学校長 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 総務部附属学校課大泉地区事務係 廃棄

泉小 人　事 出張に関するもの 平成30年度旅行命令・依頼伺 附属大泉小学校長 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 総務部附属学校課大泉地区事務係 廃棄

泉小 附属学校 時間割 平成30年度時間割 附属大泉小学校長 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 教務室 附属大泉小学校長 廃棄

泉小 附属学校 学校要覧 平成30年度学校要覧 附属大泉小学校長 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 教務室 附属大泉小学校長 廃棄

泉小 附属学校 研究発表会開催資料 平成30年度研究発表会開催資料 附属大泉小学校長 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 教務室 附属大泉小学校長 廃棄
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泉小 附属学校 研究会資料 平成30年度研究会資料 附属大泉小学校長 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 教務室 附属大泉小学校長 廃棄

泉小 附属学校 研究会記録 平成30年度研究会記録 附属大泉小学校長 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 教務室 附属大泉小学校長 廃棄

泉小 教　務
健康診断表等児童の健康管
理に関するもので重要なもの

平成30年度健康診断票 附属大泉小学校長 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 保健室 附属大泉小学校養護教諭 廃棄

泉小 教　務
健康診断表等児童の健康管
理に関するもので重要なもの

平成30年度保健調査書 附属大泉小学校長 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 保健室 附属大泉小学校養護教諭 廃棄

泉小 教　務
教務の関係で5年保存が必要
であるもの

平成30年度教務関係 附属大泉小学校長 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 教務室 附属大泉小学校長 廃棄

泉小 附属学校
教科書採択・無償給与関係文
書

平成30年度教科書関係 附属大泉小学校長 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 総務部附属学校課大泉地区事務係 廃棄

泉小 附属学校
学校医（歯科医・薬剤師）執務
記録

平成30年度学校医（歯科医・薬剤師）執務記録 附属大泉小学校長 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 保健室 附属大泉小学校養護教諭 廃棄

泉小 附属学校 学校・教務・日番日誌 平成30年度学校日誌 附属大泉小学校長 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 教務室 附属大泉小学校長 廃棄

泉小 附属学校 プール日誌・プールの記録 平成30年度プール日誌・プールの記録 附属大泉小学校長 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 教務室 附属大泉小学校長 廃棄

泉小 附属学校 学級閉鎖報告 平成30年度学級閉鎖報告 附属大泉小学校長 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 教務室 附属大泉小学校長 廃棄

泉小 附属学校 プール水質検査 平成30年度プール水質検査 附属大泉小学校長 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 総務部附属学校課大泉地区事務係 廃棄

泉小 附属学校 産業廃棄物管理票 平成30年度産業廃棄物管理票 附属大泉小学校長 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 総務部附属学校課大泉地区事務係 廃棄

泉小 附属学校 諸謝金等に関する伺書 平成30年度諸謝金等に関する伺書 附属大泉小学校長 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 総務部附属学校課大泉地区事務係 廃棄

泉小 附属学校 連絡進学資料 平成30年度連絡進学資料 附属大泉小学校長 2018年度 2019年4月1日 在学中 2023年度末 紙 校長室 附属大泉小学校長 廃棄

泉小 附属学校 誓約書 平成30年度誓約書 附属大泉小学校長 2018年度 2019年4月1日 在学中 2023年度末 紙 教務室 附属大泉小学校長 廃棄

泉小 附属学校 児童名簿，写真 平成30年度児童・PTA会員名簿 附属大泉小学校長 2018年度 2019年4月1日 在学中 2023年度末 紙 教務室 附属大泉小学校長 廃棄

泉小 附属学校 児童名簿，写真 平成30年度身分証明書発行台帳 附属大泉小学校長 2018年度 2019年4月1日 在学中 2023年度末 紙 事務室 総務部附属学校課大泉地区事務係 廃棄

泉小 附属学校 指導要録抄本 平成30年度指導要録抄本 附属大泉小学校長 2018年度 2019年4月1日 在学中 2023年度末 磁気データ 教務室 附属大泉小学校長 廃棄

泉小 附属学校 合否判定会議資料 平成30年度合否判定会議資料 附属大泉小学校長 2018年度 2019年4月1日 在学中 2023年度末 紙 校長室 附属大泉小学校長 廃棄

泉小 附属学校 帰国生身上調書 平成30年度帰国生身上調書 附属大泉小学校長 2018年度 2019年4月1日 在学中 2023年度末 紙 教務室 附属大泉小学校長 廃棄

泉小 附属学校
生活指導に関する文書で特に
重要なもの

学年学級経営案 附属大泉小学校長 2018年度 2019年4月1日 10年 2028年度末 紙 教務室 附属大泉小学校長 廃棄

泉小 会　計 概算要求に関する決裁文書 平成30年度要求書及び資料（部局提出分） 附属大泉小学校長 2018年度 2019年4月1日 10年 2028年度末 紙 事務室 総務部附属学校課大泉地区事務係 廃棄

泉小 附属学校 消防設備点検結果報告書 平成30年度消防設備点検結果報告書 附属大泉小学校長 2018年度 2019年4月1日 10年 2028年度末 紙 事務室 総務部附属学校課大泉地区事務係 廃棄

泉小 附属学校 出席簿 平成30年度出席簿 附属大泉小学校長 2018年度 2019年4月1日 在学中 2023年度末 紙 校長室 附属大泉小学校長 廃棄

泉小 附属学校
卒業証書発行台帳及び修了
証書発行台帳に関するもの

平成30年度卒業生台帳 附属大泉小学校長 2018年度 2019年4月1日 無期限 紙 教務室 附属大泉小学校長 廃棄

泉小 会　計 資産台帳 資産台帳 附属大泉小学校長 2018年度 2019年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課大泉地区事務係 廃棄

泉小 附属学校 入試説明会資料 平成31年度入試説明会資料 附属大泉小学校長 2019年度 2020年4月1日 3年 2022年度末 紙 校長室 附属大泉小学校長 廃棄

泉小 附属学校 入試結果一覧表 平成31年度入試結果一覧表 附属大泉小学校長 2019年度 2020年4月1日 3年 2022年度末 紙 校長室 附属大泉小学校長 廃棄

泉小 附属学校 卒業生進路先一覧 平成31年度卒業生進路先一覧 附属大泉小学校長 2019年度 2020年4月1日 3年 2022年度末 紙 教務室 附属大泉小学校長 廃棄

泉小 附属学校 施錠日誌 平成31年度施錠日誌 附属大泉小学校長 2019年度 2020年4月1日 3年 2022年度末 紙 教務室 附属大泉小学校長 廃棄

泉小 人　事 兼業に関するもの 平成31年度兼業許可申請書 附属大泉小学校長 2019年度 2020年4月1日 兼業終了後3年 2022年度末 紙 事務室 総務部附属学校課大泉地区事務係 廃棄

泉小 附属学校 教官会資料 平成31年度教員会資料 附属大泉小学校長 2019年度 2020年4月1日 3年 2022年度末 紙 教務室 附属大泉小学校長 廃棄

泉小 附属学校 教官会議事録 平成31年度教員会議議事録 附属大泉小学校長 2019年度 2020年4月1日 3年 2022年度末 紙 教務室 附属大泉小学校長 廃棄

泉小 人　事
休暇簿等の給与簿に関するも
の

平成31年度勤務日及び勤務時間表 附属大泉小学校長 2019年度 2020年4月1日 3年 2022年度末 紙 事務室 総務部附属学校課大泉地区事務係 廃棄

泉小 人　事
休暇簿等の給与簿に関するも
の

平成31年度特殊勤務手当実績および整理簿 附属大泉小学校長 2019年度 2020年4月1日 3年 2022年度末 紙 事務室 総務部附属学校課大泉地区事務係 廃棄

泉小 人　事
休暇簿等の給与簿に関するも
の

平成31年度服務状況等調査表 附属大泉小学校長 2019年度 2020年4月1日 3年 2022年度末 紙 事務室 総務部附属学校課大泉地区事務係 廃棄

泉小 附属学校 学校通信・学年通信 平成31年度学校通信・学年通信 附属大泉小学校長 2019年度 2020年4月1日 3年 2022年度末 紙 教務室 附属大泉小学校長 廃棄

泉小 人　事
休暇簿等の給与簿に関するも
の

平成31年休暇簿 附属大泉小学校長 2019年度 2020年4月1日 3年 2022年度末 紙 事務室 総務部附属学校課大泉地区事務係 廃棄

泉小 附属学校 保健日誌 平成31年度学校保健日誌 附属大泉小学校長 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 保健室 附属大泉小学校養護教諭 廃棄

泉小 附属学校 入試（発育調査）問題 平成31年度入試（発育調査）問題 附属大泉小学校長 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 校長室 附属大泉小学校長 廃棄

泉小 附属学校 入学試験等に関するもの 平成31年度入学志願票 附属大泉小学校長 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 校長室 附属大泉小学校長 廃棄

泉小 附属学校 入学試験等に関するもの 平成31年度発育調査願書 附属大泉小学校長 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 校長室 附属大泉小学校長 廃棄

泉小 附属学校
日本スポーツ振興センター関
係文書

平成31年度日本スポーツ振興センター関係 附属大泉小学校長 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 保健室 附属大泉小学校養護教諭 廃棄

泉小 人　事 勤務時間報告書 平成31年度勤務時間報告書 附属大泉小学校長 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 総務部附属学校課大泉地区事務係 廃棄

泉小 人　事 出張に関するもの 平成31年度公務外出(都内)申請書 附属大泉小学校長 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 総務部附属学校課大泉地区事務係 廃棄

泉小 人　事 出張に関するもの 平成31年度旅行命令・依頼伺 附属大泉小学校長 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 総務部附属学校課大泉地区事務係 廃棄

泉小 附属学校 時間割 平成31年度時間割 附属大泉小学校長 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 教務室 附属大泉小学校長 廃棄

泉小 附属学校 学校要覧 平成31年度学校要覧 附属大泉小学校長 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 教務室 附属大泉小学校長 廃棄

泉小 附属学校 研究発表会開催資料 平成31年度研究発表会開催資料 附属大泉小学校長 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 教務室 附属大泉小学校長 廃棄

泉小 附属学校 研究会資料 平成31年度研究会資料 附属大泉小学校長 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 教務室 附属大泉小学校長 廃棄

泉小 附属学校 研究会記録 平成31年度研究会記録 附属大泉小学校長 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 教務室 附属大泉小学校長 廃棄

泉小 教　務
健康診断表等児童の健康管
理に関するもので重要なもの

平成31年度健康診断票 附属大泉小学校長 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 保健室 附属大泉小学校養護教諭 廃棄

泉小 教　務
健康診断表等児童の健康管
理に関するもので重要なもの

平成31年度保健調査書 附属大泉小学校長 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 保健室 附属大泉小学校養護教諭 廃棄

泉小 教　務
教務の関係で5年保存が必要
であるもの

平成31年度教務関係 附属大泉小学校長 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 教務室 附属大泉小学校長 廃棄

泉小 附属学校
教科書採択・無償給与関係文
書

平成31年度教科書関係 附属大泉小学校長 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 総務部附属学校課大泉地区事務係 廃棄

泉小 附属学校
学校医（歯科医・薬剤師）執務
記録

平成31年度学校医（歯科医・薬剤師）執務記録 附属大泉小学校長 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 保健室 附属大泉小学校養護教諭 廃棄

泉小 附属学校 学校・教務・日番日誌 平成31年度学校日誌 附属大泉小学校長 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 教務室 附属大泉小学校長 廃棄

泉小 附属学校 プール日誌・プールの記録 平成31年度プール日誌・プールの記録 附属大泉小学校長 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 教務室 附属大泉小学校長 廃棄

泉小 附属学校 学級閉鎖報告 平成31年度学級閉鎖報告 附属大泉小学校長 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 教務室 附属大泉小学校長 廃棄

泉小 附属学校 プール水質検査 平成31年度プール水質検査 附属大泉小学校長 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 総務部附属学校課大泉地区事務係 廃棄

泉小 附属学校 産業廃棄物管理票 平成31年度産業廃棄物管理票 附属大泉小学校長 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 総務部附属学校課大泉地区事務係 廃棄
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部局名 １）大分類 ２）中分類 ３）小分類（法人文書ファイル名） ４）作成・取得者
５）作成・取得年度
等

６）起算日 ７）保存期間
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    満了時期

９）媒体の種別 10）保存場所 11）管理担当課・係
12)保存期間満
了時の措置

備考

泉小 附属学校 諸謝金等に関する伺書 平成31年度諸謝金等に関する伺書 附属大泉小学校長 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 総務部附属学校課大泉地区事務係 廃棄

泉小 附属学校 連絡進学資料 平成31年度連絡進学資料 附属大泉小学校長 2019年度 2020年4月1日 在学中 2024年度末 紙 校長室 附属大泉小学校長 廃棄

泉小 附属学校 誓約書 平成31年度誓約書 附属大泉小学校長 2019年度 2020年4月1日 在学中 2024年度末 紙 教務室 附属大泉小学校長 廃棄

泉小 附属学校 児童名簿，写真 平成31年度児童・PTA会員名簿 附属大泉小学校長 2019年度 2020年4月1日 在学中 2024年度末 紙 教務室 附属大泉小学校長 廃棄

泉小 附属学校 児童名簿，写真 平成31年度身分証明書発行台帳 附属大泉小学校長 2019年度 2020年4月1日 在学中 2024年度末 紙 事務室 総務部附属学校課大泉地区事務係 廃棄

泉小 附属学校 指導要録抄本 平成31年度指導要録抄本 附属大泉小学校長 2019年度 2020年4月1日 在学中 2024年度末 磁気データ 教務室 附属大泉小学校長 廃棄

泉小 附属学校 合否判定会議資料 平成31年度合否判定会議資料 附属大泉小学校長 2019年度 2020年4月1日 在学中 2024年度末 紙 校長室 附属大泉小学校長 廃棄

泉小 附属学校 帰国生身上調書 平成31年度帰国生身上調書 附属大泉小学校長 2019年度 2020年4月1日 在学中 2024年度末 紙 教務室 附属大泉小学校長 廃棄

泉小 附属学校
生活指導に関する文書で特に
重要なもの

学年学級経営案 附属大泉小学校長 2019年度 2020年4月1日 10年 2029年度末 紙 教務室 附属大泉小学校長 廃棄

泉小 会　計 概算要求に関する決裁文書 平成31年度要求書及び資料（部局提出分） 附属大泉小学校長 2019年度 2020年4月1日 10年 2029年度末 紙 事務室 総務部附属学校課大泉地区事務係 廃棄

泉小 附属学校 消防設備点検結果報告書 平成31年度消防設備点検結果報告書 附属大泉小学校長 2019年度 2020年4月1日 10年 2029年度末 紙 事務室 総務部附属学校課大泉地区事務係 廃棄

泉小 附属学校 出席簿 平成31年度出席簿 附属大泉小学校長 2019年度 2020年4月1日 在学中 2024年度末 紙 校長室 附属大泉小学校長 廃棄

泉小 附属学校
卒業証書発行台帳及び修了
証書発行台帳に関するもの

平成31年度卒業生台帳 附属大泉小学校長 2019年度 2020年4月1日 無期限 紙 教務室 附属大泉小学校長 廃棄

泉小 会　計 資産台帳 資産台帳 附属大泉小学校長 2019年度 2020年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課大泉地区事務係 廃棄

泉小 附属学校 入試説明会資料 令和2年度入試説明会資料 附属大泉小学校長 2020年度 2021年4月1日 3年 2023年度末 紙 校長室 附属大泉小学校長 廃棄

泉小 附属学校 入試結果一覧表 令和2年度入試結果一覧表 附属大泉小学校長 2020年度 2021年4月1日 3年 2023年度末 紙 校長室 附属大泉小学校長 廃棄

泉小 附属学校 卒業生進路先一覧 令和2年度卒業生進路先一覧 附属大泉小学校長 2020年度 2021年4月1日 3年 2023年度末 紙 教務室 附属大泉小学校長 廃棄

泉小 附属学校 施錠日誌 令和2年度施錠日誌 附属大泉小学校長 2020年度 2021年4月1日 3年 2023年度末 紙 教務室 附属大泉小学校長 廃棄

泉小 人　事 兼業に関するもの 令和2年度兼業許可申請書 附属大泉小学校長 2020年度 2021年4月1日 兼業終了後3年 2023年度末 紙 事務室 総務部附属学校課大泉地区事務係 廃棄

泉小 附属学校 教官会資料 令和2年度教員会資料 附属大泉小学校長 2020年度 2021年4月1日 3年 2023年度末 紙 教務室 附属大泉小学校長 廃棄

泉小 附属学校 教官会議事録 令和2年度教員会議議事録 附属大泉小学校長 2020年度 2021年4月1日 3年 2023年度末 紙 教務室 附属大泉小学校長 廃棄

泉小 人　事
休暇簿等の給与簿に関するも
の

令和2年度勤務日及び勤務時間表 附属大泉小学校長 2020年度 2021年4月1日 3年 2023年度末 紙 事務室 総務部附属学校課大泉地区事務係 廃棄

泉小 人　事
休暇簿等の給与簿に関するも
の

令和2年度特殊勤務手当実績および整理簿 附属大泉小学校長 2020年度 2021年4月1日 3年 2023年度末 紙 事務室 総務部附属学校課大泉地区事務係 廃棄

泉小 人　事
休暇簿等の給与簿に関するも
の

令和2年度服務状況等調査表 附属大泉小学校長 2020年度 2021年4月1日 3年 2023年度末 紙 事務室 総務部附属学校課大泉地区事務係 廃棄

泉小 附属学校 学校通信・学年通信 令和2年度学校通信・学年通信 附属大泉小学校長 2020年度 2021年4月1日 3年 2023年度末 紙 教務室 附属大泉小学校長 廃棄

泉小 人　事
休暇簿等の給与簿に関するも
の

令和2年休暇簿 附属大泉小学校長 2020年度 2021年4月1日 3年 2023年度末 紙 事務室 総務部附属学校課大泉地区事務係 廃棄

泉小 附属学校 保健日誌 令和2年度学校保健日誌 附属大泉小学校長 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 保健室 附属大泉小学校養護教諭 廃棄

泉小 附属学校 入試（発育調査）問題 令和2年度入試（発育調査）問題 附属大泉小学校長 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 校長室 附属大泉小学校長 廃棄

泉小 附属学校 入学試験等に関するもの 令和2年度入学志願票 附属大泉小学校長 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 校長室 附属大泉小学校長 廃棄

泉小 附属学校 入学試験等に関するもの 令和2年度発育調査願書 附属大泉小学校長 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 校長室 附属大泉小学校長 廃棄

泉小 附属学校
日本スポーツ振興センター関
係文書

令和2年度日本スポーツ振興センター関係 附属大泉小学校長 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 保健室 附属大泉小学校養護教諭 廃棄

泉小 人　事 勤務時間報告書 令和2年度勤務時間報告書 附属大泉小学校長 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 総務部附属学校課大泉地区事務係 廃棄

泉小 人　事 出張に関するもの 令和2年度公務外出(都内)申請書 附属大泉小学校長 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 総務部附属学校課大泉地区事務係 廃棄

泉小 人　事 出張に関するもの 令和2年度旅行命令・依頼伺 附属大泉小学校長 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 総務部附属学校課大泉地区事務係 廃棄

泉小 附属学校 時間割 令和2年度時間割 附属大泉小学校長 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 教務室 附属大泉小学校長 廃棄

泉小 附属学校 学校要覧 令和2年度学校要覧 附属大泉小学校長 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 教務室 附属大泉小学校長 廃棄

泉小 附属学校 研究発表会開催資料 令和2年度研究発表会開催資料 附属大泉小学校長 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 教務室 附属大泉小学校長 廃棄

泉小 附属学校 研究会資料 令和2年度研究会資料 附属大泉小学校長 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 教務室 附属大泉小学校長 廃棄

泉小 附属学校 研究会記録 令和2年度研究会記録 附属大泉小学校長 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 教務室 附属大泉小学校長 廃棄

泉小 教　務
健康診断表等児童の健康管
理に関するもので重要なもの

令和2年度健康診断票 附属大泉小学校長 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 保健室 附属大泉小学校養護教諭 廃棄

泉小 教　務
健康診断表等児童の健康管
理に関するもので重要なもの

令和2年度保健調査書 附属大泉小学校長 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 保健室 附属大泉小学校養護教諭 廃棄

泉小 教　務
教務の関係で5年保存が必要
であるもの

令和2年度教務関係 附属大泉小学校長 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 教務室 附属大泉小学校長 廃棄

泉小 附属学校
教科書採択・無償給与関係文
書

令和2年度教科書関係 附属大泉小学校長 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 総務部附属学校課大泉地区事務係 廃棄

泉小 附属学校
学校医（歯科医・薬剤師）執務
記録

令和2年度学校医（歯科医・薬剤師）執務記録 附属大泉小学校長 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 保健室 附属大泉小学校養護教諭 廃棄

泉小 附属学校 学校・教務・日番日誌 令和2年度学校日誌 附属大泉小学校長 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 教務室 附属大泉小学校長 廃棄

泉小 附属学校 プール日誌・プールの記録 令和2年度プール日誌・プールの記録 附属大泉小学校長 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 教務室 附属大泉小学校長 廃棄

泉小 附属学校 学級閉鎖報告 令和2年度学級閉鎖報告 附属大泉小学校長 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 教務室 附属大泉小学校長 廃棄

泉小 附属学校 プール水質検査 令和2年度プール水質検査 附属大泉小学校長 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 総務部附属学校課大泉地区事務係 廃棄

泉小 附属学校 産業廃棄物管理票 令和2年度産業廃棄物管理票 附属大泉小学校長 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 総務部附属学校課大泉地区事務係 廃棄

泉小 附属学校 諸謝金等に関する伺書 令和2年度諸謝金等に関する伺書 附属大泉小学校長 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 総務部附属学校課大泉地区事務係 廃棄

泉小 附属学校 連絡進学資料 令和2年度連絡進学資料 附属大泉小学校長 2020年度 2021年4月1日 在学中 2025年度末 紙 校長室 附属大泉小学校長 廃棄

泉小 附属学校 誓約書 令和2年度誓約書 附属大泉小学校長 2020年度 2021年4月1日 在学中 2025年度末 紙 教務室 附属大泉小学校長 廃棄

泉小 附属学校 児童名簿，写真 令和2年度児童・PTA会員名簿 附属大泉小学校長 2020年度 2021年4月1日 在学中 2025年度末 紙 教務室 附属大泉小学校長 廃棄

泉小 附属学校 児童名簿，写真 令和2年度身分証明書発行台帳 附属大泉小学校長 2020年度 2021年4月1日 在学中 2025年度末 紙 事務室 総務部附属学校課大泉地区事務係 廃棄

泉小 附属学校 指導要録抄本 令和2年度指導要録抄本 附属大泉小学校長 2020年度 2021年4月1日 在学中 2025年度末 磁気データ 教務室 附属大泉小学校長 廃棄

泉小 附属学校 合否判定会議資料 令和2年度合否判定会議資料 附属大泉小学校長 2020年度 2021年4月1日 在学中 2025年度末 紙 校長室 附属大泉小学校長 廃棄

泉小 附属学校 帰国生身上調書 令和2年度帰国生身上調書 附属大泉小学校長 2020年度 2021年4月1日 在学中 2025年度末 紙 教務室 附属大泉小学校長 廃棄

泉小 附属学校
生活指導に関する文書で特に
重要なもの

学年学級経営案 附属大泉小学校長 2020年度 2021年4月1日 10年 2030年度末 紙 教務室 附属大泉小学校長 廃棄

泉小 会　計 概算要求に関する決裁文書 令和2年度要求書及び資料（部局提出分） 附属大泉小学校長 2020年度 2021年4月1日 10年 2030年度末 紙 事務室 総務部附属学校課大泉地区事務係 廃棄

泉小 附属学校 消防設備点検結果報告書 令和2年度消防設備点検結果報告書 附属大泉小学校長 2020年度 2021年4月1日 10年 2030年度末 紙 事務室 総務部附属学校課大泉地区事務係 廃棄

泉小 附属学校 出席簿 令和2年度出席簿 附属大泉小学校長 2020年度 2021年4月1日 在学中 2025年度末 紙 校長室 附属大泉小学校長 廃棄
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部局名 １）大分類 ２）中分類 ３）小分類（法人文書ファイル名） ４）作成・取得者
５）作成・取得年度
等

６）起算日 ７）保存期間
８）保存期間
    満了時期

９）媒体の種別 10）保存場所 11）管理担当課・係
12)保存期間満
了時の措置

備考

泉小 附属学校
卒業証書発行台帳及び修了
証書発行台帳に関するもの

令和2年度卒業生台帳 附属大泉小学校長 2020年度 2021年4月1日 無期限 紙 教務室 附属大泉小学校長 廃棄

泉小 会　計 資産台帳 資産台帳 附属大泉小学校長 2020年度 2021年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課大泉地区事務係 廃棄

泉小 会　計 概算要求に関する決裁文書
令和2年度学校保険特別対策事業費補助金　　　　　　事業計画書
（部局提出分）

附属大泉小学校長 2020年度 2021年4月1日 10年 2030年度末 紙 事務室 総務部附属学校課大泉地区事務係 移管 歴史的緊急事態関連

泉小 附属学校 入試説明会資料 令和3年度入試説明会資料 附属大泉小学校長 2021年度 2022年4月1日 3年 2024年度末 紙 校長室 附属大泉小学校長 廃棄

泉小 附属学校 入試結果一覧表 令和3年度入試結果一覧表 附属大泉小学校長 2021年度 2022年4月1日 3年 2024年度末 紙 校長室 附属大泉小学校長 廃棄

泉小 附属学校 卒業生進路先一覧 令和3年度卒業生進路先一覧 附属大泉小学校長 2021年度 2022年4月1日 3年 2024年度末 紙 教務室 附属大泉小学校長 廃棄

泉小 附属学校 施錠日誌 令和3年度施錠日誌 附属大泉小学校長 2021年度 2022年4月1日 3年 2024年度末 紙 教務室 附属大泉小学校長 廃棄

泉小 人　事 兼業に関するもの 令和3年度兼業許可申請書 附属大泉小学校長 2021年度 2022年4月1日 兼業終了後3年 2024年度末 紙 事務室 総務部附属学校課大泉地区事務係 廃棄

泉小 附属学校 教官会資料 令和3年度教員会資料 附属大泉小学校長 2021年度 2022年4月1日 3年 2024年度末 紙 教務室 附属大泉小学校長 廃棄

泉小 附属学校 教官会議事録 令和3年度教員会議議事録 附属大泉小学校長 2021年度 2022年4月1日 3年 2024年度末 紙 教務室 附属大泉小学校長 廃棄

泉小 人　事
休暇簿等の給与簿に関するも
の

令和3年度勤務日及び勤務時間表 附属大泉小学校長 2021年度 2022年4月1日 3年 2024年度末 紙 事務室 総務部附属学校課大泉地区事務係 廃棄

泉小 人　事
休暇簿等の給与簿に関するも
の

令和3年度特殊勤務手当実績および整理簿 附属大泉小学校長 2021年度 2022年4月1日 3年 2024年度末 紙 事務室 総務部附属学校課大泉地区事務係 廃棄

泉小 人　事
休暇簿等の給与簿に関するも
の

令和3年度服務状況等調査表 附属大泉小学校長 2021年度 2022年4月1日 3年 2024年度末 紙 事務室 総務部附属学校課大泉地区事務係 廃棄

泉小 附属学校 学校通信・学年通信 令和3年度学校通信・学年通信 附属大泉小学校長 2021年度 2022年4月1日 3年 2024年度末 紙 教務室 附属大泉小学校長 廃棄

泉小 人　事
休暇簿等の給与簿に関するも
の

令和3年休暇簿 附属大泉小学校長 2021年度 2022年4月1日 3年 2024年度末 紙 事務室 総務部附属学校課大泉地区事務係 廃棄

泉小 附属学校 保健日誌 令和3年度学校保健日誌 附属大泉小学校長 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 保健室 附属大泉小学校養護教諭 廃棄

泉小 附属学校 入試（発育調査）問題 令和3年度入試（発育調査）問題 附属大泉小学校長 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 校長室 附属大泉小学校長 廃棄

泉小 附属学校 入学試験等に関するもの 令和3年度入学志願票 附属大泉小学校長 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 校長室 附属大泉小学校長 廃棄

泉小 附属学校 入学試験等に関するもの 令和3年度発育調査願書 附属大泉小学校長 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 校長室 附属大泉小学校長 廃棄

泉小 附属学校
日本スポーツ振興センター関
係文書

令和3年度日本スポーツ振興センター関係 附属大泉小学校長 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 保健室 附属大泉小学校養護教諭 廃棄

泉小 人　事 勤務時間報告書 令和3年度勤務時間報告書 附属大泉小学校長 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 総務部附属学校課大泉地区事務係 廃棄

泉小 人　事 出張に関するもの 令和3年度公務外出(都内)申請書 附属大泉小学校長 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 総務部附属学校課大泉地区事務係 廃棄

泉小 人　事 出張に関するもの 令和3年度旅行命令・依頼伺 附属大泉小学校長 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 総務部附属学校課大泉地区事務係 廃棄

泉小 附属学校 時間割 令和3年度時間割 附属大泉小学校長 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 教務室 附属大泉小学校長 廃棄

泉小 附属学校 学校要覧 令和3年度学校要覧 附属大泉小学校長 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 教務室 附属大泉小学校長 廃棄

泉小 附属学校 研究発表会開催資料 令和3年度研究発表会開催資料 附属大泉小学校長 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 教務室 附属大泉小学校長 廃棄

泉小 附属学校 研究会資料 令和3年度研究会資料 附属大泉小学校長 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 教務室 附属大泉小学校長 廃棄

泉小 附属学校 研究会記録 令和3年度研究会記録 附属大泉小学校長 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 教務室 附属大泉小学校長 廃棄

泉小 教　務
健康診断表等児童の健康管
理に関するもので重要なもの

令和3年度健康診断票 附属大泉小学校長 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 保健室 附属大泉小学校養護教諭 廃棄

泉小 教　務
健康診断表等児童の健康管
理に関するもので重要なもの

令和3年度保健調査書 附属大泉小学校長 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 保健室 附属大泉小学校養護教諭 廃棄

泉小 教　務
教務の関係で5年保存が必要
であるもの

令和3年度教務関係 附属大泉小学校長 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 教務室 附属大泉小学校長 廃棄

泉小 附属学校
教科書採択・無償給与関係文
書

令和3年度教科書関係 附属大泉小学校長 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 総務部附属学校課大泉地区事務係 廃棄

泉小 附属学校
学校医（歯科医・薬剤師）執務
記録

令和3年度学校医（歯科医・薬剤師）執務記録 附属大泉小学校長 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 保健室 附属大泉小学校養護教諭 廃棄

泉小 附属学校 学校・教務・日番日誌 令和3年度学校日誌 附属大泉小学校長 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 教務室 附属大泉小学校長 廃棄

泉小 附属学校 プール日誌・プールの記録 令和3年度プール日誌・プールの記録 附属大泉小学校長 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 教務室 附属大泉小学校長 廃棄

泉小 附属学校 学級閉鎖報告 令和3年度学級閉鎖報告 附属大泉小学校長 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 教務室 附属大泉小学校長 廃棄

泉小 附属学校 プール水質検査 令和3年度プール水質検査 附属大泉小学校長 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 総務部附属学校課大泉地区事務係 廃棄

泉小 附属学校 産業廃棄物管理票 令和3年度産業廃棄物管理票 附属大泉小学校長 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 総務部附属学校課大泉地区事務係 廃棄

泉小 附属学校 諸謝金等に関する伺書 令和3年度諸謝金等に関する伺書 附属大泉小学校長 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 総務部附属学校課大泉地区事務係 廃棄

泉小 附属学校 連絡進学資料 令和3年度連絡進学資料 附属大泉小学校長 2021年度 2022年4月1日 在学中 2026年度末 紙 校長室 附属大泉小学校長 廃棄

泉小 附属学校 誓約書 令和3年度誓約書 附属大泉小学校長 2021年度 2022年4月1日 在学中 2026年度末 紙 教務室 附属大泉小学校長 廃棄

泉小 附属学校 児童名簿，写真 令和3年度児童・PTA会員名簿 附属大泉小学校長 2021年度 2022年4月1日 在学中 2026年度末 紙 教務室 附属大泉小学校長 廃棄

泉小 附属学校 児童名簿，写真 令和3年度身分証明書発行台帳 附属大泉小学校長 2021年度 2022年4月1日 在学中 2026年度末 紙 事務室 総務部附属学校課大泉地区事務係 廃棄

泉小 附属学校 指導要録抄本 令和3年度指導要録抄本 附属大泉小学校長 2021年度 2022年4月1日 在学中 2026年度末 磁気データ 教務室 附属大泉小学校長 廃棄

泉小 附属学校 合否判定会議資料 令和3年度合否判定会議資料 附属大泉小学校長 2021年度 2022年4月1日 在学中 2026年度末 紙 校長室 附属大泉小学校長 廃棄

泉小 附属学校 帰国生身上調書 令和3年度帰国生身上調書 附属大泉小学校長 2021年度 2022年4月1日 在学中 2026年度末 紙 教務室 附属大泉小学校長 廃棄

泉小 附属学校
生活指導に関する文書で特に
重要なもの

学年学級経営案 附属大泉小学校長 2021年度 2022年4月1日 10年 2031年度末 紙 教務室 附属大泉小学校長 廃棄

泉小 会　計 概算要求に関する決裁文書 令和3年度要求書及び資料（部局提出分） 附属大泉小学校長 2021年度 2022年4月1日 10年 2031年度末 紙 事務室 総務部附属学校課大泉地区事務係 廃棄

泉小 附属学校 消防設備点検結果報告書 令和3年度消防設備点検結果報告書 附属大泉小学校長 2021年度 2022年4月1日 10年 2031年度末 紙 事務室 総務部附属学校課大泉地区事務係 廃棄

泉小 附属学校 出席簿 令和3年度出席簿 附属大泉小学校長 2021年度 2022年4月1日 在学中 2026年度末 紙 校長室 附属大泉小学校長 廃棄

泉小 附属学校
卒業証書発行台帳及び修了
証書発行台帳に関するもの

令和3年度卒業生台帳 附属大泉小学校長 2021年度 2022年4月1日 無期限 紙 教務室 附属大泉小学校長 廃棄

泉小 会　計 資産台帳 資産台帳 附属大泉小学校長 2021年度 2022年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課大泉地区事務係 廃棄

泉小 会　計 概算要求に関する決裁文書
令和3年度学校保険特別対策事業費補助金　　　　　　事業計画書
（部局提出分）

附属大泉小学校長 2021年度 2022年4月1日 10年 2031年度末 紙 事務室 総務部附属学校課大泉地区事務係 移管 歴史的緊急事態関連

国際中等 附属学校
指導要録（学籍に関する記
録）

指導要録（学籍）　27期 附属高等学校長 2002年度 2003年4月1日 20年 2022年度末 紙 校長室 附属国際中等教育学校長 廃棄

国際中等 附属学校
指導要録（学籍に関する記
録）

指導要録（学籍）　27期 附属高等学校長 2002年度 2003年4月1日 20年 2022年度末
電子:共有サー
バー内

教務システムサー
バ

附属国際中等教育学校長 廃棄

国際中等 附属学校
指導要録（学籍に関する記
録）

指導要録（学籍）　28期 附属高等学校長 2003年度 2004年4月1日 20年 2023年度末 紙 校長室 附属国際中等教育学校長 廃棄

国際中等 附属学校
指導要録（学籍に関する記
録）

指導要録（学籍）　28期 附属高等学校長 2003年度 2004年4月1日 20年 2023年度末
電子:共有サー
バー内

教務システムサー
バ

附属国際中等教育学校長 廃棄

国際中等 附属学校
指導要録（学籍に関する記
録）

指導要録（学籍）　29期 附属高等学校長 2004年度 2005年4月1日 20年 2024年度末 紙 校長室 附属国際中等教育学校長 廃棄

国際中等 附属学校
指導要録（学籍に関する記
録）

指導要録（学籍）　29期 附属高等学校長 2004年度 2005年4月1日 20年 2024年度末
電子:共有サー
バー内

教務システムサー
バ

附属国際中等教育学校長 廃棄

国際中等 附属学校
指導要録（学籍に関する記
録）

指導要録（学籍）　30期 附属高等学校長 2005年度 2006年4月1日 20年 2025年度末 紙 校長室 附属国際中等教育学校長 廃棄

国際中等 附属学校
指導要録（学籍に関する記
録）

指導要録（学籍）　30期 附属高等学校長 2005年度 2006年4月1日 20年 2025年度末
電子:共有サー
バー内

教務システムサー
バ

附属国際中等教育学校長 廃棄
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国際中等 附属学校
指導要録（学籍に関する記
録）

指導要録（学籍）　31期 附属高等学校長 2006年度 2007年4月1日 20年 2026年度末 紙 校長室 附属国際中等教育学校長 廃棄

国際中等 附属学校
指導要録（学籍に関する記
録）

指導要録（学籍）　31期 附属高等学校長 2006年度 2007年4月1日 20年 2026年度末
電子:共有サー
バー内

教務システムサー
バ

附属国際中等教育学校長 廃棄

国際中等 附属学校
指導要録（学籍に関する記
録）

指導要録（学籍）　32期 附属高等学校長 2007年度 2008年4月1日 20年 2027年度末 紙 校長室 附属国際中等教育学校長 廃棄

国際中等 附属学校
指導要録（学籍に関する記
録）

指導要録（学籍）　32期 附属高等学校長 2007年度 2008年4月1日 20年 2027年度末
電子:共有サー
バー内

教務システムサー
バ

附属国際中等教育学校長 廃棄

国際中等 附属学校
指導要録（学籍に関する記
録）

指導要録（学籍）　33期 附属高等学校長 2008年度 2009年4月1日 20年 2028年度末 紙 校長室 附属国際中等教育学校長 廃棄

国際中等 附属学校
指導要録（学籍に関する記
録）

指導要録（学籍）　33期 附属高等学校長 2008年度 2009年4月1日 20年 2028年度末
電子:共有サー
バー内

教務システムサー
バ

附属国際中等教育学校長 廃棄

国際中等 附属学校
指導要録（学籍に関する記
録）

指導要録（学籍）　34期 附属高等学校長 2009年度 2010年4月1日 20年 2029年度末 紙 校長室 附属国際中等教育学校長 廃棄

国際中等 附属学校
指導要録（学籍に関する記
録）

指導要録（学籍）　34期 附属高等学校長 2009年度 2010年4月1日 20年 2029年度末
電子:共有サー
バー内

教務システムサー
バ

附属国際中等教育学校長 廃棄

国際中等 附属学校
指導要録（学籍に関する記
録）

指導要録（学籍）　35期 附属高等学校長 2010年度 2011年4月1日 20年 2030年度末 紙 校長室 附属国際中等教育学校長 廃棄

国際中等 附属学校
指導要録（学籍に関する記
録）

指導要録（学籍）　35期 附属高等学校長 2010年度 2011年4月1日 20年 2030年度末
電子:共有サー
バー内

教務システムサー
バ

附属国際中等教育学校長 廃棄

国際中等 附属学校
指導要録（学籍に関する記
録）

指導要録（学籍）　36期 附属高等学校長 2011年度 2012年4月1日 20年 2031年度末 紙 校長室 附属国際中等教育学校長 廃棄

国際中等 附属学校
指導要録（学籍に関する記
録）

指導要録（学籍）　36期 附属高等学校長 2011年度 2012年4月1日 20年 2031年度末
電子:共有サー
バー内

教務システムサー
バ

附属国際中等教育学校長 廃棄

国際中等 附属学校
指導要録（学籍に関する記
録）

指導要録（学籍）　54期 附属大泉中学校 2002年度 2003年4月1日 20年 2022年度末 紙 校長室 附属国際中等教育学校長 廃棄

国際中等 附属学校
指導要録（学籍に関する記
録）

指導要録（学籍）　55期 附属大泉中学校 2003年度 2004年4月1日 20年 2023年度末 紙 校長室 附属国際中等教育学校長 廃棄

国際中等 附属学校
指導要録（学籍に関する記
録）

指導要録（学籍）　56期 附属大泉中学校 2004年度 2005年4月1日 20年 2024年度末 紙 校長室 附属国際中等教育学校長 廃棄

国際中等 附属学校
指導要録（学籍に関する記
録）

指導要録（学籍）　57期 附属大泉中学校 2005年度 2006年4月1日 20年 2025年度末 紙 校長室 附属国際中等教育学校長 廃棄

国際中等 附属学校
指導要録（学籍に関する記
録）

指導要録（学籍）　58期 附属大泉中学校 2006年度 2007年4月1日 20年 2026年度末 紙 校長室 附属国際中等教育学校長 廃棄

国際中等 附属学校
指導要録（学籍に関する記
録）

指導要録（学籍）　59期 附属大泉中学校 2007年度 2008年4月1日 20年 2027年度末 紙 校長室 附属国際中等教育学校長 廃棄

国際中等 附属学校
指導要録（学籍に関する記
録）

指導要録（学籍）　60期 附属大泉中学校 2008年度 2009年4月1日 20年 2028年度末 紙 校長室 附属国際中等教育学校長 廃棄

国際中等 附属学校
指導要録（学籍に関する記
録）

指導要録（学籍）　1回生 附属国際中等教育学校 2012年度 2013年4月1日 20年 2032年度末 電子情報 成績管理サーバ 附属国際中等教育学校長 廃棄

国際中等 附属学校
指導要録（学籍に関する記
録）

指導要録（学籍）　2回生 附属国際中等教育学校 2013年度 2014年4月1日 20年 2033年度末 電子情報 成績管理サーバ 附属国際中等教育学校長 廃棄

国際中等 附属学校
指導要録（学籍に関する記
録）

指導要録（学籍）　3回生 附属国際中等教育学校 2014年度 2015年4月1日 20年 2034年度末 電子情報 成績管理サーバ 附属国際中等教育学校長 廃棄

国際中等 附属学校
指導要録（学籍に関する記
録）

指導要録（学籍）　4回生 附属国際中等教育学校 2015年度 2016年4月1日 20年 2035年度末 電子情報 成績管理サーバ 附属国際中等教育学校長 廃棄

国際中等 附属学校
指導要録（学籍に関する記
録）

指導要録（学籍）　5回生 附属国際中等教育学校 2016年度 2017年4月1日 20年 2036年度末 電子情報 成績管理サーバ 附属国際中等教育学校長 廃棄

国際中等 附属学校
指導要録（学籍に関する記
録）

指導要録（学籍）　6回生 附属国際中等教育学校 2017年度 2018年4月1日 20年 2037年度末 電子情報 成績管理サーバ 附属国際中等教育学校長 廃棄

国際中等 附属学校
指導要録（学籍に関する記
録）

指導要録（学籍）　7回生 附属国際中等教育学校 2018年度 2019年4月1日 20年 2038年度末 電子情報 成績管理サーバ 附属国際中等教育学校長 廃棄

国際中等 附属学校
指導要録（学籍に関する記
録）

指導要録（学籍）　8回生 附属国際中等教育学校 2019年度 2020年4月1日 20年 2039年度末 電子情報 成績管理サーバ 附属国際中等教育学校長 廃棄

国際中等 附属学校
指導要録（学籍に関する記
録）

指導要録（学籍）　9回生 附属国際中等教育学校 2020年度 2021年4月1日 20年 2040年度末 電子情報 成績管理サーバ 附属国際中等教育学校長 廃棄

国際中等 附属学校
指導要録（学籍に関する記
録）

指導要録（学籍）　10回生 附属国際中等教育学校 2021年度 2022年4月1日 20年 2041年度末 電子情報 成績管理サーバ 附属国際中等教育学校長 廃棄

国際中等 附属学校
指導要録（指導に関する記
録）

指導要録（指導）　6回生 附属国際中等教育学校 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 電子情報 成績管理サーバ 附属国際中等教育学校長 廃棄

国際中等 附属学校
指導要録（指導に関する記
録）

指導要録（指導）　7回生 附属国際中等教育学校 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 電子情報 成績管理サーバ 附属国際中等教育学校長 廃棄

国際中等 附属学校
指導要録（指導に関する記
録）

指導要録（指導）　8回生 附属国際中等教育学校 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 電子情報 成績管理サーバ 附属国際中等教育学校長 廃棄

国際中等 附属学校
指導要録（指導に関する記
録）

指導要録（指導）　9回生 附属国際中等教育学校 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 電子情報 成績管理サーバ 附属国際中等教育学校長 廃棄

国際中等 附属学校
指導要録（指導に関する記
録）

指導要録（指導）　10回生 附属国際中等教育学校 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 電子情報 成績管理サーバ 附属国際中等教育学校長 廃棄

国際中等 附属学校 指導要録抄本 児童指導要録抄本　11回生 附属国際中等教育学校 2017年度 2018年4月1日 在学中 2022年度末 紙 教材資料室 附属国際中等教育学校長 廃棄

国際中等 附属学校 指導要録抄本 児童指導要録抄本　12回生 附属国際中等教育学校 2018年度 2019年4月1日 在学中 2023年度末 紙 教材資料室 附属国際中等教育学校長 廃棄

国際中等 附属学校 指導要録抄本 児童指導要録抄本　13回生 附属国際中等教育学校 2019年度 2020年4月1日 在学中 2024年度末 紙 教材資料室 附属国際中等教育学校長 廃棄

国際中等 附属学校 指導要録抄本 児童指導要録抄本　14回生 附属国際中等教育学校 2020年度 2021年4月1日 在学中 2025年度末 紙 教材資料室 附属国際中等教育学校長 廃棄

国際中等 附属学校 指導要録抄本 児童指導要録抄本　15回生 附属国際中等教育学校 2021年度 2022年4月1日 在学中 2026年度末 紙 教材資料室 附属国際中等教育学校長 廃棄

国際中等 附属学校 出席簿 出席簿　11回生 附属国際中等教育学校 2017年度 2018年4月1日 在学中 2022年度末 紙 教材資料室 附属国際中等教育学校長 廃棄

国際中等 附属学校 出席簿 出席簿　12回生 附属国際中等教育学校 2018年度 2019年4月1日 在学中 2023年度末 紙 教材資料室 附属国際中等教育学校長 廃棄

国際中等 附属学校 出席簿 出席簿　13回生 附属国際中等教育学校 2019年度 2020年4月1日 在学中 2024年度末 紙 教材資料室 附属国際中等教育学校長 廃棄

国際中等 附属学校 出席簿 出席簿　14回生 附属国際中等教育学校 2020年度 2021年4月1日 在学中 2025年度末 紙 教材資料室 附属国際中等教育学校長 廃棄

国際中等 附属学校 出席簿 出席簿　15回生 附属国際中等教育学校 2021年度 2022年4月1日 在学中 2026年度末 紙 教材資料室 附属国際中等教育学校長 廃棄

国際中等 附属学校 誓約書 誓約書　11回生 附属国際中等教育学校 2017年度 2018年4月1日 在学中 2022年度末 紙 教材資料室 附属国際中等教育学校長 廃棄

国際中等 附属学校 誓約書 誓約書　12回生 附属国際中等教育学校 2018年度 2019年4月1日 在学中 2023年度末 紙 教材資料室 附属国際中等教育学校長 廃棄

国際中等 附属学校 誓約書 誓約書　13回生 附属国際中等教育学校 2019年度 2020年4月1日 在学中 2024年度末 紙 教材資料室 附属国際中等教育学校長 廃棄

国際中等 附属学校 誓約書 誓約書　14回生 附属国際中等教育学校 2020年度 2021年4月1日 在学中 2025年度末 紙 教材資料室 附属国際中等教育学校長 廃棄

国際中等 附属学校 誓約書 誓約書　15回生 附属国際中等教育学校 2021年度 2022年4月1日 在学中 2026年度末 紙 教材資料室 附属国際中等教育学校長 廃棄

国際中等 附属学校 調査書 児童調査書　11回生 附属国際中等教育学校 2017年度 2018年4月1日 在学中 2022年度末 紙
カンファレンス
ルーム

附属国際中等教育学校長 廃棄

国際中等 附属学校 調査書 児童調査書　12回生 附属国際中等教育学校 2018年度 2019年4月1日 在学中 2023年度末 紙
カンファレンス
ルーム

附属国際中等教育学校長 廃棄

国際中等 附属学校 調査書 児童調査書　13回生 附属国際中等教育学校 2019年度 2020年4月1日 在学中 2024年度末 紙
カンファレンス
ルーム

附属国際中等教育学校長 廃棄

国際中等 附属学校 調査書 児童調査書　14回生 附属国際中等教育学校 2020年度 2021年4月1日 在学中 2025年度末 紙
カンファレンス
ルーム

附属国際中等教育学校長 廃棄

国際中等 附属学校 調査書 児童調査書　15回生 附属国際中等教育学校 2021年度 2022年4月1日 在学中 2026年度末 紙
カンファレンス
ルーム

附属国際中等教育学校長 廃棄

国際中等 附属学校
健康診断の関係で，5年保存
が必要であるもの

健康診断票　6回生 附属国際中等教育学校 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 保健室 附属国際中等教育学校長 廃棄

国際中等 附属学校
健康診断の関係で，5年保存
が必要であるもの

健康診断票　7回生 附属国際中等教育学校 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 保健室 附属国際中等教育学校長 廃棄

国際中等 附属学校
健康診断の関係で，5年保存
が必要であるもの

健康診断票　8回生 附属国際中等教育学校 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 保健室 附属国際中等教育学校長 廃棄

国際中等 附属学校
健康診断の関係で，5年保存
が必要であるもの

健康診断票　9回生 附属国際中等教育学校 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 保健室 附属国際中等教育学校長 廃棄

国際中等 附属学校
健康診断の関係で，5年保存
が必要であるもの

健康診断票　10回生 附属国際中等教育学校 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 保健室 附属国際中等教育学校長 廃棄

国際中等 教務 卒業証書の発行に関するもの 卒業証書発行台帳（1期～8期） 附属大泉中学校長 1949年度 1950年4月1日 無期限 紙 事務室 附属国際中等教育学校長 廃棄

国際中等 教務 卒業証書の発行に関するもの 卒業証書発行台帳（9期～12期） 附属大泉中学校長 1957年度 1955年4月1日 無期限 紙 事務室 附属国際中等教育学校長 廃棄
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国際中等 教務 卒業証書の発行に関するもの 卒業証書発行台帳（13期～25期） 附属大泉中学校長 1961年度 1962年4月1日 無期限 紙 事務室 附属国際中等教育学校長 廃棄

国際中等 教務 卒業証書の発行に関するもの 卒業証書発行台帳（26期～38期） 附属大泉中学校長 1974年度 1975年4月1日 無期限 紙 事務室 附属国際中等教育学校長 廃棄

国際中等 教務 卒業証書の発行に関するもの 卒業証書発行台帳（39期～60期） 附属大泉中学校長 1987年度 1988年4月1日 無期限 紙 事務室 附属国際中等教育学校長 廃棄

国際中等 教務 卒業生に関するもの 卒業生台帳（1～36期） 附属高等学校長 1976年度 1977年4月1日 無期限 紙 事務室 附属国際中等教育学校長 廃棄

国際中等 教務 卒業生に関するもの 卒業生名簿 附属国際中等教育学校 2012年度 2013年4月1日 無期限 紙 事務室 附属国際中等教育学校長 廃棄

国際中等 人事 出勤簿（非常勤） 非常勤出勤簿（昭和50年度～平成12年度） 附属高等学校大泉校舎 2000年度 2001年4月1日 無期限 紙 事務室 附属国際中等教育学校事務係 廃棄

国際中等 人事 出勤簿（非常勤） 非常勤出勤簿（昭和50年度～平成12年度） 附属大泉中学校 2000年度 2001年4月1日 無期限 紙 事務室 附属国際中等教育学校事務係 廃棄

国際中等 人事 出勤簿（非常勤） 平成13年度　出勤簿(非常勤) 附属高等学校大泉校舎 2001年度 2002年4月1日 無期限 紙 事務室 附属国際中等教育学校事務係 廃棄

国際中等 人事 出勤簿（非常勤） 平成13年度　非常勤出勤簿 附属大泉中学校 2001年度 2002年4月1日 無期限 紙 事務室 附属国際中等教育学校事務係 廃棄

国際中等 人事 出勤簿（非常勤） 平成14年度　出勤簿(非常勤) 附属高等学校大泉校舎 2002年度 2004年4月1日 無期限 紙 事務室 附属国際中等教育学校事務係 廃棄

国際中等 人事 出勤簿（非常勤） 平成14年度　非常勤出勤簿 附属大泉中学校 2002年度 2003年4月1日 無期限 紙 事務室 附属国際中等教育学校事務係 廃棄

国際中等 人事 出勤簿（非常勤） 平成15年度　出勤簿(非常勤) 附属高等学校大泉校舎 2003年度 2004年4月1日 無期限 紙 事務室 附属国際中等教育学校事務係 廃棄

国際中等 人事 出勤簿（非常勤） 平成15年度　非常勤出勤簿 附属大泉中学校 2003年度 2004年4月1日 無期限 紙 事務室 附属国際中等教育学校事務係 廃棄

国際中等 人事 出勤簿（非常勤） 平成16年度　出勤簿(非常勤) 総務部附属学校課大泉地区事務係 2004年度 2005年4月1日 無期限 紙 事務室 附属国際中等教育学校事務係 廃棄

国際中等 人事 出勤簿（非常勤） 平成16年度　非常勤出勤簿 総務部附属学校課大泉地区事務係 2004年度 2005年4月1日 無期限 紙 事務室 附属国際中等教育学校事務係 廃棄

国際中等 人事 出勤簿（非常勤） 平成17年度　出勤簿(非常勤) 総務部附属学校課大泉地区事務係 2005年度 2006年4月1日 無期限 紙 事務室 附属国際中等教育学校事務係 廃棄

国際中等 人事 出勤簿（非常勤） 平成17年度　非常勤出勤簿 総務部附属学校課大泉地区事務係 2005年度 2006年4月1日 無期限 紙 事務室 附属国際中等教育学校事務係 廃棄

国際中等 人事 出勤簿（非常勤） 平成18年度　出勤簿(非常勤) 総務部附属学校課大泉地区事務係 2006年度 2007年4月1日 無期限 紙 事務室 附属国際中等教育学校事務係 廃棄

国際中等 人事 出勤簿（非常勤） 平成18年度　非常勤出勤簿 総務部附属学校課大泉地区事務係 2006年度 2007年4月1日 無期限 紙 事務室 附属国際中等教育学校事務係 廃棄

国際中等 人事 出勤簿（非常勤） 平成19年度　非常勤出勤簿 附属国際中等教育学校 2007年度 2008年4月1日 無期限 紙 事務室 附属国際中等教育学校事務係 廃棄

国際中等 人事 出勤簿（非常勤） 平成20年度　非常勤出勤簿 附属国際中等教育学校 2008年度 2009年4月1日 無期限 紙 事務室 附属国際中等教育学校事務係 廃棄

国際中等 人事 出勤簿（非常勤） 平成21年度　非常勤講師出勤簿 附属国際中等教育学校 2009年度 2010年4月1日 無期限 紙 事務室 附属国際中等教育学校事務係 廃棄

国際中等 人事 出勤簿（非常勤） 平成22年度　非常勤講師出勤簿 附属国際中等教育学校 2010年度 2011年4月1日 無期限 紙 事務室 附属国際中等教育学校事務係 廃棄

国際中等 人事 出勤簿（非常勤） 平成23年度　非常勤講師出勤簿 附属国際中等教育学校 2011年度 2012年4月1日 無期限 紙 事務室 附属国際中等教育学校事務係 廃棄

国際中等 人事 出勤簿（非常勤） 平成24年度　非常勤講師出勤簿 附属国際中等教育学校 2012年度 2013年4月1日 無期限 紙 事務室 附属国際中等教育学校事務係 廃棄

国際中等 人事 出勤簿（非常勤） 平成25年度　非常勤講師出勤簿 附属国際中等教育学校 2013年度 2014年4月1日 無期限 紙 事務室 附属国際中等教育学校事務係 廃棄

国際中等 人事 出勤簿（非常勤） 平成26年度　非常勤講師出勤簿 附属国際中等教育学校 2014年度 2015年4月1日 無期限 紙 事務室 附属国際中等教育学校事務係 廃棄

国際中等 人事 出勤簿（非常勤） 平成27年度　非常勤講師出勤簿 附属国際中等教育学校 2015年度 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 附属国際中等教育学校事務係 廃棄

国際中等 人事 出勤簿（非常勤） 平成28年度　非常勤講師出勤簿 附属国際中等教育学校 2016年度 2017年4月1日 無期限 紙 事務室 附属国際中等教育学校事務係 廃棄

国際中等 人事 出勤簿（非常勤） 平成29年度　非常勤講師出勤簿 附属国際中等教育学校 2017年度 2018年4月1日 無期限 紙 事務室 附属国際中等教育学校事務係 廃棄

国際中等 人事 出勤簿（非常勤） 平成30年度　非常勤講師出勤簿 附属国際中等教育学校 2018年度 2019年4月1日 無期限 紙 事務室 附属国際中等教育学校事務係 廃棄

国際中等 人事 出勤簿（非常勤） 平成31年度　非常勤講師出勤簿 附属国際中等教育学校 2019年度 2020年4月1日 無期限 紙 事務室 附属国際中等教育学校事務係 廃棄

国際中等 人事 出勤簿（非常勤） 令和2年度　非常勤講師出勤簿 附属国際中等教育学校 2020年度 2021年4月1日 無期限 紙 事務室 附属国際中等教育学校事務係 廃棄

国際中等 人事 出勤簿（非常勤） 令和3年度　非常勤講師出勤簿 附属国際中等教育学校 2021年度 2022年4月1日 無期限 紙 事務室 附属国際中等教育学校事務係 廃棄

国際中等 人事 出勤簿（非常勤） 平成21年　非常勤職員　勤務時間記録簿（平成21年4月～） 附属国際中等教育学校 2009年 2010年1月1日 無期限 紙 事務室 附属国際中等教育学校事務係 廃棄

国際中等 人事 出勤簿（非常勤） 平成22年　非常勤職員　勤務時間記録簿 附属国際中等教育学校 2010年 2011年1月1日 無期限 紙 事務室 附属国際中等教育学校事務係 廃棄

国際中等 人事 出勤簿（非常勤） 平成23年　非常勤職員　勤務時間記録簿 附属国際中等教育学校 2011年 2012年1月1日 無期限 紙 事務室 附属国際中等教育学校事務係 廃棄

国際中等 人事 出勤簿（非常勤） 平成24年　非常勤職員　勤務時間記録簿 附属国際中等教育学校 2012年 2013年1月1日 無期限 紙 事務室 附属国際中等教育学校事務係 廃棄

国際中等 人事 出勤簿（非常勤） 平成25年　非常勤職員　勤務時間記録簿 附属国際中等教育学校 2013年 2014年1月1日 無期限 紙 事務室 附属国際中等教育学校事務係 廃棄

国際中等 人事 出勤簿（非常勤） 平成26年　非常勤職員　勤務時間記録簿 附属国際中等教育学校 2014年 2015年1月1日 無期限 紙 事務室 附属国際中等教育学校事務係 廃棄

国際中等 人事 出勤簿（非常勤） 平成27年　非常勤職員　勤務時間記録簿 附属国際中等教育学校 2015年 2016年1月1日 無期限 紙 事務室 附属国際中等教育学校事務係 廃棄

国際中等 人事 出勤簿（非常勤） 平成28年　非常勤職員　勤務時間記録簿 附属国際中等教育学校 2016年 2017年1月1日 無期限 紙 事務室 附属国際中等教育学校事務係 廃棄

国際中等 人事 出勤簿（非常勤） 平成29年　非常勤職員　勤務時間記録簿 附属国際中等教育学校 2017年 2018年1月1日 無期限 紙 事務室 附属国際中等教育学校事務係 廃棄

国際中等 人事 出勤簿（非常勤） 平成30年　非常勤職員　勤務時間記録簿 附属国際中等教育学校 2018年 2019年1月1日 無期限 紙 事務室 附属国際中等教育学校事務係 廃棄

国際中等 人事 出勤簿（非常勤） 平成31年　非常勤職員　勤務時間記録簿 附属国際中等教育学校 2019年 2020年1月1日 無期限 紙 事務室 附属国際中等教育学校事務係 廃棄

国際中等 人事 出勤簿（非常勤） 令和2年　非常勤職員　勤務時間記録簿 附属国際中等教育学校 2020年 2021年1月1日 無期限 紙 事務室 附属国際中等教育学校事務係 廃棄

国際中等 人事 出勤簿（非常勤） 令和3年　非常勤職員　勤務時間記録簿 附属国際中等教育学校 2021年 2022年1月1日 無期限 紙 事務室 附属国際中等教育学校事務係 廃棄

国際中等 会計 資産台帳 資産台帳（旧泉高） 総務部附属学校課大泉地区事務係 2005年度 2006年4月1日 無期限 紙 事務室 附属国際中等教育学校事務係 廃棄

国際中等 会計 資産台帳 資産台帳（国際・旧泉中） 総務部附属学校課大泉地区事務係 2005年度 2006年4月1日 無期限 紙 事務室 附属国際中等教育学校事務係 廃棄

国際中等 会計 資産台帳 資産台帳（国際） 総務部附属学校課大泉地区事務係 2006年度 2007年4月1日 無期限 紙 事務室 附属国際中等教育学校事務係 廃棄

国際中等 会計
金庫検査の関係で，10年保存
が必要であるもの

金庫検査 附属国際中等教育学校 2013年度 2014年4月1日 10年 2023年度末 紙 事務室 附属国際中等教育学校事務係 廃棄

国際中等 会計
入学検定料の関係で，5年保
存が必要であるもの

平成29年入学検定料納入済証 附属国際中等教育学校 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 附属国際中等教育学校事務係 廃棄

国際中等 会計
入学検定料の関係で，5年保
存が必要であるもの

平成30年入学検定料納入済証 附属国際中等教育学校 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 附属国際中等教育学校事務係 廃棄

国際中等 会計
入学検定料の関係で，5年保
存が必要であるもの

平成31年入学検定料納入済証 附属国際中等教育学校 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 附属国際中等教育学校事務係 廃棄

国際中等 会計
入学検定料の関係で，5年保
存が必要であるもの

令和2年入学検定料納入済証 附属国際中等教育学校 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 附属国際中等教育学校事務係 廃棄

国際中等 会計
入学検定料の関係で，5年保
存が必要であるもの

令和3年入学検定料納入済証 附属国際中等教育学校 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 附属国際中等教育学校事務係 廃棄

国際中等 附属学校
高等学校等就学支援金の関
係で，5年保存が必要であるも
の

平成29年度高等学校等就学支援金受給資格関係 附属国際中等教育学校 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 附属国際中等教育学校事務係 廃棄

国際中等 附属学校
高等学校等就学支援金の関
係で，5年保存が必要であるも
の

平成30年度高等学校等就学支援金受給資格関係 附属国際中等教育学校 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 附属国際中等教育学校事務係 廃棄

国際中等 附属学校
高等学校等就学支援金の関
係で，5年保存が必要であるも
の

平成31年度高等学校等就学支援金受給資格関係 附属国際中等教育学校 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 附属国際中等教育学校事務係 廃棄

国際中等 附属学校
高等学校等就学支援金の関
係で，5年保存が必要であるも
の

令和2年度高等学校等就学支援金受給資格関係 附属国際中等教育学校 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 附属国際中等教育学校事務係 廃棄

国際中等 附属学校
高等学校等就学支援金の関
係で，5年保存が必要であるも
の

令和3年度高等学校等就学支援金受給資格関係 附属国際中等教育学校 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 附属国際中等教育学校事務係 廃棄
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法人文書ファイル管理簿データ（全学）

部局名 １）大分類 ２）中分類 ３）小分類（法人文書ファイル名） ４）作成・取得者
５）作成・取得年度
等

６）起算日 ７）保存期間
８）保存期間
    満了時期

９）媒体の種別 10）保存場所 11）管理担当課・係
12)保存期間満
了時の措置

備考

国際中等 附属学校
教科書採択・無償給与に関係
するもの

平成29年度教科書関係 附属国際中等教育学校 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 附属国際中等教育学校事務係 廃棄

国際中等 附属学校
教科書採択・無償給与に関係
するもの

平成30年度教科書関係 附属国際中等教育学校 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 附属国際中等教育学校事務係 廃棄

国際中等 附属学校
教科書採択・無償給与に関係
するもの

平成31年度教科書関係 附属国際中等教育学校 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 附属国際中等教育学校事務係 廃棄

国際中等 附属学校
教科書採択・無償給与に関係
するもの

令和2年度教科書関係 附属国際中等教育学校 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 附属国際中等教育学校事務係 廃棄

国際中等 附属学校
教科書採択・無償給与に関係
するもの

令和3年度教科書関係 附属国際中等教育学校 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 附属国際中等教育学校事務係 廃棄

国際中等 人事 海外渡航に関するもの 平成31年度　渡航届 附属国際中等教育学校 2019年度 2020年4月1日 3年 2022年度末 紙 事務室 附属国際中等教育学校事務係 廃棄

国際中等 人事 海外渡航に関するもの 令和2年度　渡航届 附属国際中等教育学校 2020年度 2021年4月1日 3年 2023年度末 紙 事務室 附属国際中等教育学校事務係 廃棄

国際中等 人事 海外渡航に関するもの 令和3年度　渡航届 附属国際中等教育学校 2021年度 2022年4月1日 3年 2024年度末 紙 事務室 附属国際中等教育学校事務係 廃棄

国際中等 人事 研修に関するもの 平成31年度　研修願 附属国際中等教育学校 2019年度 2020年4月1日 3年 2022年度末 紙 事務室 附属国際中等教育学校事務係 廃棄

国際中等 人事 研修に関するもの 令和2年度　研修願 附属国際中等教育学校 2020年度 2021年4月1日 3年 2023年度末 紙 事務室 附属国際中等教育学校事務係 廃棄

国際中等 人事 研修に関するもの 令和3年度　研修願 附属国際中等教育学校 2021年度 2022年4月1日 3年 2024年度末 紙 事務室 附属国際中等教育学校事務係 廃棄

国際中等 人事 勤務時間記録簿 平成29年　常勤職員　勤務時間記録簿 附属国際中等教育学校 2017年 2018年1月1日 5年 2022年末 紙 事務室 附属国際中等教育学校事務係 廃棄

国際中等 人事 勤務時間記録簿 平成30年　常勤職員　勤務時間記録簿 附属国際中等教育学校 2018年 2019年1月1日 5年 2023年末 紙 事務室 附属国際中等教育学校事務係 廃棄

国際中等 人事 勤務時間記録簿 平成31年　常勤職員　勤務時間記録簿 附属国際中等教育学校 2019年 2020年1月1日 5年 2024年末 紙 事務室 附属国際中等教育学校事務係 廃棄

国際中等 人事 勤務時間記録簿 令和2年　常勤職員　勤務時間記録簿 附属国際中等教育学校 2020年 2021年1月1日 5年 2025年末 紙 事務室 附属国際中等教育学校事務係 廃棄

国際中等 人事 勤務時間記録簿 令和3年　常勤職員　勤務時間記録簿 附属国際中等教育学校 2021年 2022年1月1日 5年 2026年末 紙 事務室 附属国際中等教育学校事務係 廃棄

国際中等 人事 労使関係に関するもの 平成29年度　勤務日及び勤務時間表 附属国際中等教育学校 2017年 2018年1月1日 5年 2022年末 紙 事務室 附属国際中等教育学校事務係 廃棄

国際中等 人事 労使関係に関するもの 平成30年度　勤務日及び勤務時間表 附属国際中等教育学校 2018年 2019年1月1日 5年 2023年末 紙 事務室 附属国際中等教育学校事務係 廃棄

国際中等 人事 労使関係に関するもの 平成31年度　勤務日及び勤務時間表 附属国際中等教育学校 2019年 2020年1月1日 5年 2024年末 紙 事務室 附属国際中等教育学校事務係 廃棄

国際中等 人事 労使関係に関するもの 令和2年度　勤務日及び勤務時間表 附属国際中等教育学校 2020年 2021年1月1日 5年 2025年末 紙 事務室 附属国際中等教育学校事務係 廃棄

国際中等 人事 労使関係に関するもの 令和3年度　勤務日及び勤務時間表 附属国際中等教育学校 2021年 2022年1月1日 5年 2026年末 紙 事務室 附属国際中等教育学校事務係 廃棄

国際中等 附属学校
日本スポーツ振興センター関
係文書

平成29年度日本スポーツセンター関係 附属国際中等教育学校 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 附属国際中等教育学校事務係 廃棄

国際中等 附属学校
日本スポーツ振興センター関
係文書

平成30年度日本スポーツセンター関係 附属国際中等教育学校 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 附属国際中等教育学校事務係 廃棄

国際中等 附属学校
日本スポーツ振興センター関
係文書

平成31年度日本スポーツセンター関係 附属国際中等教育学校 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 附属国際中等教育学校事務係 廃棄

国際中等 附属学校
日本スポーツ振興センター関
係文書

令和2年度日本スポーツセンター関係 附属国際中等教育学校 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 附属国際中等教育学校事務係 廃棄

国際中等 附属学校
日本スポーツ振興センター関
係文書

令和3年度日本スポーツセンター関係 附属国際中等教育学校 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 附属国際中等教育学校事務係 廃棄

国際中等 管理・運営 学校基本調査に関するもの 平成29年度学校基本調査 附属国際中等教育学校 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 附属国際中等教育学校事務係 廃棄

国際中等 管理・運営 学校基本調査に関するもの 平成30年度学校基本調査 附属国際中等教育学校 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 附属国際中等教育学校事務係 廃棄

国際中等 管理・運営 学校基本調査に関するもの 平成31年度学校基本調査 附属国際中等教育学校 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 附属国際中等教育学校事務係 廃棄

国際中等 管理・運営 学校基本調査に関するもの 令和2年度学校基本調査 附属国際中等教育学校 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 附属国際中等教育学校事務係 廃棄

国際中等 管理・運営 学校基本調査に関するもの 令和3年度学校基本調査 附属国際中等教育学校 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 附属国際中等教育学校事務係 廃棄

国際中等 会計 物品購入依頼書 平成29年度購入依頼書 附属国際中等教育学校 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 附属国際中等教育学校事務係 廃棄

国際中等 会計 物品購入依頼書 平成30年度購入依頼書 附属国際中等教育学校 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 附属国際中等教育学校事務係 廃棄

国際中等 会計 物品購入依頼書 平成31年度購入依頼書 附属国際中等教育学校 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 附属国際中等教育学校事務係 廃棄

国際中等 会計 物品購入依頼書 令和2年度購入依頼書 附属国際中等教育学校 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 附属国際中等教育学校事務係 廃棄

国際中等 会計 物品購入依頼書 令和3年度購入依頼書 附属国際中等教育学校 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 附属国際中等教育学校事務係 廃棄

国際中等 会計
謝金の関係で，5年保存が必
要であるもの

平成29年度　謝金 附属国際中等教育学校 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 附属国際中等教育学校事務係 廃棄

国際中等 会計
謝金の関係で，5年保存が必
要であるもの

平成30年度　謝金 附属国際中等教育学校 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 附属国際中等教育学校事務係 廃棄

国際中等 会計
謝金の関係で，5年保存が必
要であるもの

平成31年度　謝金 附属国際中等教育学校 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 附属国際中等教育学校事務係 廃棄

国際中等 会計
謝金の関係で，5年保存が必
要であるもの

令和2年度　謝金 附属国際中等教育学校 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 附属国際中等教育学校事務係 廃棄

国際中等 会計
謝金の関係で，5年保存が必
要であるもの

令和3年度　謝金 附属国際中等教育学校 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 附属国際中等教育学校事務係 廃棄

国際中等 会計
公務外出の関係で，5年保存
が必要であるもの

平成29年度公務外出 附属国際中等教育学校 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 附属国際中等教育学校事務係 廃棄

国際中等 会計
公務外出の関係で，5年保存
が必要であるもの

平成30年度公務外出 附属国際中等教育学校 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 附属国際中等教育学校事務係 廃棄

国際中等 会計
公務外出の関係で，5年保存
が必要であるもの

平成31年度公務外出 附属国際中等教育学校 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 附属国際中等教育学校事務係 廃棄

国際中等 会計
公務外出の関係で，5年保存
が必要であるもの

令和2年度公務外出 附属国際中等教育学校 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 附属国際中等教育学校事務係 廃棄

国際中等 会計
用務外出の関係で，5年保存
が必要であるもの

令和3年度用務外出 附属国際中等教育学校 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 附属国際中等教育学校事務係 廃棄

国際中等 会計 旅行命令簿 平成29年度旅行命令伺 附属国際中等教育学校 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 附属国際中等教育学校事務係 廃棄

国際中等 会計 旅行命令簿 平成30年度旅行命令伺 附属国際中等教育学校 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 附属国際中等教育学校事務係 廃棄

国際中等 会計 旅行命令簿 平成30年度旅行命令伺 附属国際中等教育学校 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 附属国際中等教育学校事務係 廃棄

国際中等 会計 旅行命令簿 令和2年度旅行命令伺 附属国際中等教育学校 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 附属国際中等教育学校事務係 廃棄

国際中等 会計 旅行命令簿 令和3年度旅行命令伺 附属国際中等教育学校 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 附属国際中等教育学校事務係 廃棄

国際中等 人事 休暇簿に関するもの 平成31年休暇簿 附属国際中等教育学校 2019年 2020年1月1日 3年 2022年末 紙 事務室 附属国際中等教育学校事務係 廃棄

国際中等 人事 休暇簿に関するもの 令和2年休暇簿 附属国際中等教育学校 2020年 2021年1月1日 3年 2023年末 紙 事務室 附属国際中等教育学校事務係 廃棄

国際中等 人事 休暇簿に関するもの 令和3年休暇簿 附属国際中等教育学校 2021年 2022年1月1日 3年 2024年末 紙 事務室 附属国際中等教育学校事務係 廃棄

国際中等 人事 勤務時間報告書 平成30年度　勤務時間報告書関係 附属国際中等教育学校 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 附属国際中等教育学校事務係 廃棄

国際中等 人事 勤務時間報告書 平成31年度　勤務時間報告書関係 附属国際中等教育学校 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 附属国際中等教育学校事務係 廃棄

国際中等 人事 勤務時間報告書 令和2年度　勤務時間報告書関係 附属国際中等教育学校 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 附属国際中等教育学校事務係 廃棄

国際中等 人事 勤務時間報告書 令和3年度　勤務時間報告書関係 附属国際中等教育学校 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 附属国際中等教育学校事務係 廃棄

国際中等 附属学校 兼業に関するもの 平成31年度兼業・講師派遣 附属国際中等教育学校 2019年度 2020年4月1日 兼業終了後3年 2022年度末 紙 事務室 附属国際中等教育学校事務係 廃棄

国際中等 附属学校 兼業に関するもの 令和2年度兼業・講師派遣 附属国際中等教育学校 2020年度 2021年4月1日 兼業終了後3年 2023年度末 紙 事務室 附属国際中等教育学校事務係 廃棄

国際中等 附属学校 兼業に関するもの 令和3年度兼業・講師派遣 附属国際中等教育学校 2021年度 2022年4月1日 兼業終了後3年 2024年度末 紙 事務室 附属国際中等教育学校事務係 廃棄
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法人文書ファイル管理簿データ（全学）

部局名 １）大分類 ２）中分類 ３）小分類（法人文書ファイル名） ４）作成・取得者
５）作成・取得年度
等

６）起算日 ７）保存期間
８）保存期間
    満了時期

９）媒体の種別 10）保存場所 11）管理担当課・係
12)保存期間満
了時の措置

備考

国際中等 教務 証明書発行に関するもの 平成31年度　証明書交付願 附属国際中等教育学校 2019年度 2020年4月1日 3年 2022年度末 紙 事務室 附属国際中等教育学校事務係 廃棄

国際中等 教務 証明書発行に関するもの 令和2年度　証明書交付願 附属国際中等教育学校 2020年度 2021年4月1日 3年 2023年度末 紙 事務室 附属国際中等教育学校事務係 廃棄

国際中等 教務 証明書発行に関するもの 令和3年度　証明書交付願 附属国際中等教育学校 2021年度 2022年4月1日 3年 2024年度末 紙 事務室 附属国際中等教育学校事務係 廃棄

国際中等 教務 証明書発行に関するもの 平成31年度　通学証明書発行控 附属国際中等教育学校 2019年度 2020年4月1日 3年 2022年度末 紙 事務室 附属国際中等教育学校事務係 廃棄

国際中等 教務 証明書発行に関するもの 令和2年度　通学証明書発行控 附属国際中等教育学校 2020年度 2021年4月1日 3年 2023年度末 紙 事務室 附属国際中等教育学校事務係 廃棄

国際中等 教務 証明書発行に関するもの 令和3年度　通学証明書発行控 附属国際中等教育学校 2021年度 2022年4月1日 3年 2024年度末 紙 事務室 附属国際中等教育学校事務係 廃棄

国際中等 管理・運営
HATOプロジェクトに関するも
ので重要なもの

平成25年度　HATOプロジェクト関係 IB教育PJ（附属国際中等教育学校） 2013年度 2014年4月1日 10年 2023年度末 紙 事務室 附属国際中等教育学校事務係 廃棄

国際中等 会計 資産台帳 資産台帳 IB教育PJ（附属国際中等教育学校） 2014年度 2015年4月1日 無期限 紙 事務室 附属国際中等教育学校事務係 廃棄

国際中等 管理・運営
HATOプロジェクトに関するも
ので重要なもの

平成26年度　HATOプロジェクト関係 IB教育PJ（附属国際中等教育学校） 2014年度 2015年4月1日 10年 2024年度末 紙 事務室 附属国際中等教育学校事務係 廃棄

国際中等 管理・運営
HATOプロジェクトに関するも
ので重要なもの

平成27年度　HATOプロジェクト関係 IB教育PJ（附属国際中等教育学校） 2015年度 2016年4月1日 10年 2025年度末 紙 事務室 附属国際中等教育学校事務係 廃棄

国際中等 管理・運営
HATOプロジェクトに関するも
ので重要なもの

平成28年度　HATOプロジェクト関係 IB教育PJ（附属国際中等教育学校） 2016年度 2017年4月1日 10年 2026年度末 紙 事務室 附属国際中等教育学校事務係 廃棄

国際中等 管理・運営
HATOプロジェクトに関するも
ので重要なもの

平成29年度　HATOプロジェクト関係 IB教育PJ（附属国際中等教育学校） 2017年度 2018年4月1日 10年 2027年度末 紙 事務室 附属国際中等教育学校事務係 廃棄

国際中等 管理・運営
HATOプロジェクトに関するも
ので重要なもの

平成30年度　HATOプロジェクト関係 IB教育PJ（附属国際中等教育学校） 2018年度 2019年4月1日 10年 2028年度末 紙 事務室 附属国際中等教育学校事務係 廃棄

竹幼 附属学校
卒業証書発行台帳及び修了
証書発行台帳に関するもの

平成13年度修了台帳 附属幼稚園竹早園舎 2001年度 2002年4月1日 無期限 紙 教職員室 附属幼稚園竹早園舎長 廃棄

竹幼 会計 資産台帳 資産台帳 財務部契約課契約第三係 2001年度 2002年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹幼 人事 人事記録及び附属書類 平成13年度人事・任用関係 総務部附属学校課竹早地区事務係 2001年度 2002年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹幼 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成13年度非常勤出勤簿 総務部附属学校課竹早地区事務係 2001年度 2002年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹幼 附属学校
卒業証書発行台帳及び修了
証書発行台帳に関するもの

平成14年度修了台帳 附属幼稚園竹早園舎 2002年度 2003年4月1日 無期限 紙 教職員室 附属幼稚園竹早園舎長 廃棄

竹幼 会計 資産台帳 資産台帳 財務部契約課契約第三係 2002年度 2003年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹幼 人事 人事記録及び附属書類 平成14年度人事・任用関係 総務部附属学校課竹早地区事務係 2002年度 2003年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹幼 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成14年度非常勤出勤簿 総務部附属学校課竹早地区事務係 2002年度 2003年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹幼 附属学校 指導要録(学籍に関する記録) 平成14年度幼児指導要録(学籍の記録) 附属幼稚園竹早園舎 2002年度 2003年4月1日 20年 2022年度末 紙 教職員室 附属幼稚園竹早園舎長 廃棄

竹幼 附属学校
卒業証書発行台帳及び修了
証書発行台帳に関するもの

平成15年度修了台帳 附属幼稚園竹早園舎 2003年度 2004年4月1日 無期限 紙 教職員室 附属幼稚園竹早園舎長 廃棄

竹幼 会計 資産台帳 資産台帳 財務部契約課契約第三係 2003年度 2004年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹幼 人事 人事記録及び附属書類 平成15年度人事・任用関係 総務部附属学校課竹早地区事務係 2003年度 2004年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹幼 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成15年度非常勤出勤簿 総務部附属学校課竹早地区事務係 2003年度 2004年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹幼 附属学校 指導要録(学籍に関する記録) 平成15年度幼児指導要録(学籍の記録) 附属幼稚園竹早園舎 2003年度 2004年4月1日 20年 2023年度末 紙 教職員室 附属幼稚園竹早園舎長 廃棄

竹幼 附属学校
卒業証書発行台帳及び修了
証書発行台帳に関するもの

平成16年度修了台帳 附属幼稚園竹早園舎 2004年度 2005年4月1日 無期限 紙 教職員室 附属幼稚園竹早園舎長 廃棄

竹幼 会計 資産台帳 資産台帳 財務部契約課契約第三係 2004年度 2005年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹幼 人事 人事記録及び附属書類 平成16年度人事・任用関係 総務部附属学校課竹早地区事務係 2004年度 2005年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹幼 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成16年度非常勤出勤簿 総務部附属学校課竹早地区事務係 2004年度 2005年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹幼 附属学校 指導要録(学籍に関する記録) 平成16年度幼児指導要録(学籍の記録) 附属幼稚園竹早園舎 2004年度 2005年4月1日 20年 2024年度末 紙 教職員室 附属幼稚園竹早園舎長 廃棄

竹幼 附属学校
卒業証書発行台帳及び修了
証書発行台帳に関するもの

平成17年度修了台帳 附属幼稚園竹早園舎 2005年度 2006年4月1日 無期限 紙 教職員室 附属幼稚園竹早園舎長 廃棄

竹幼 会計 資産台帳 資産台帳 財務部契約課契約第三係 2005年度 2006年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹幼 人事 人事記録及び附属書類 平成17年度人事・任用関係 総務部附属学校課竹早地区事務係 2005年度 2006年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹幼 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成17年度非常勤出勤簿 総務部附属学校課竹早地区事務係 2005年度 2006年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹幼 附属学校 指導要録(学籍に関する記録) 平成17年度幼児指導要録(学籍の記録) 附属幼稚園竹早園舎 2005年度 2006年4月1日 20年 2025年度末 紙 教職員室 附属幼稚園竹早園舎長 廃棄

竹幼 附属学校
卒業証書発行台帳及び修了
証書発行台帳に関するもの

平成18年度修了台帳 附属幼稚園竹早園舎 2006年度 2007年4月1日 無期限 紙 教職員室 附属幼稚園竹早園舎長 廃棄

竹幼 会計 資産台帳 資産台帳 財務部契約課契約第三係 2006年度 2007年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹幼 人事 人事記録及び附属書類 平成18年度人事・任用関係 総務部附属学校課竹早地区事務係 2006年度 2007年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹幼 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成18年度非常勤出勤簿 総務部附属学校課竹早地区事務係 2006年度 2007年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹幼 附属学校 指導要録(学籍に関する記録) 平成18年度幼児指導要録(学籍の記録) 附属幼稚園竹早園舎 2006年度 2007年4月1日 20年 2026年度末 紙 教職員室 附属幼稚園竹早園舎長 廃棄

竹幼 附属学校
卒業証書発行台帳及び修了
証書発行台帳に関するもの

平成19年度修了台帳 附属幼稚園竹早園舎 2007年度 2008年4月1日 無期限 紙 教職員室 附属幼稚園竹早園舎長 廃棄

竹幼 会計 資産台帳 資産台帳 財務部契約課契約第三係 2007年度 2008年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹幼 人事 人事記録及び附属書類 平成19年度人事・任用関係 総務部附属学校課竹早地区事務係 2007年度 2008年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹幼 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成19年度出勤簿（非常勤職員） 総務部附属学校課竹早地区事務係 2007年度 2008年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹幼 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成19年度出勤簿（非常勤講師） 総務部附属学校課竹早地区事務係 2007年度 2008年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹幼 附属学校 指導要録(学籍に関する記録) 平成19年度幼児指導要録(学籍の記録) 附属幼稚園竹早園舎 2007年度 2008年4月1日 20年 2027年度末 紙 教職員室 附属幼稚園竹早園舎長 廃棄

竹幼 附属学校
卒業証書発行台帳及び修了
証書発行台帳に関するもの

平成20年度修了台帳 附属幼稚園竹早園舎 2008年度 2009年4月1日 無期限 紙 教職員室 附属幼稚園竹早園舎長 廃棄

竹幼 会計 資産台帳 資産台帳 財務部契約課契約第三係 2008年度 2009年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹幼 人事 人事記録及び附属書類 平成20年度人事・任用関係 総務部附属学校課竹早地区事務係 2008年度 2009年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹幼 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成20年度出勤簿（非常勤職員） 総務部附属学校課竹早地区事務係 2008年度 2009年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹幼 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成20年度出勤簿（非常勤講師） 総務部附属学校課竹早地区事務係 2008年度 2009年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹幼 附属学校 指導要録(学籍に関する記録) 平成20年度幼児指導要録(学籍の記録) 附属幼稚園竹早園舎 2008年度 2009年4月1日 20年 2028年度末 紙 教職員室 附属幼稚園竹早園舎長 廃棄

竹幼 附属学校
卒業証書発行台帳及び修了
証書発行台帳に関するもの

平成21年度修了台帳 附属幼稚園竹早園舎 2009年度 2010年4月1日 無期限 紙 教職員室 附属幼稚園竹早園舎長 廃棄

竹幼 会計 資産台帳 資産台帳 財務部契約課契約第三係 2009年度 2010年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹幼 人事 人事記録及び附属書類 平成21年度人事・任用関係 総務部附属学校課竹早地区事務係 2009年度 2010年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹幼 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成21年度出勤簿（非常勤職員） 総務部附属学校課竹早地区事務係 2009年度 2010年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹幼 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成21年度出勤簿（非常勤講師） 総務部附属学校課竹早地区事務係 2009年度 2010年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹幼 附属学校 指導要録(学籍に関する記録) 平成21年度幼児指導要録(学籍の記録) 附属幼稚園竹早園舎 2009年度 2010年4月1日 20年 2029年度末 紙 教職員室 附属幼稚園竹早園舎長 廃棄

竹幼 附属学校
卒業証書発行台帳及び修了
証書発行台帳に関するもの

平成22年度修了台帳 附属幼稚園竹早園舎 2010年度 2011年4月1日 無期限 紙 教職員室 附属幼稚園竹早園舎長 廃棄
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法人文書ファイル管理簿データ（全学）

部局名 １）大分類 ２）中分類 ３）小分類（法人文書ファイル名） ４）作成・取得者
５）作成・取得年度
等

６）起算日 ７）保存期間
８）保存期間
    満了時期

９）媒体の種別 10）保存場所 11）管理担当課・係
12)保存期間満
了時の措置

備考

竹幼 会計 資産台帳 資産台帳 財務部契約課契約第三係 2010年度 2011年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹幼 人事 人事記録及び附属書類 平成22年度人事・任用関係 総務部附属学校課竹早地区事務係 2010年度 2011年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹幼 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成22年度出勤簿（非常勤職員） 総務部附属学校課竹早地区事務係 2010年度 2011年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹幼 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成22年度出勤簿（非常勤講師） 総務部附属学校課竹早地区事務係 2010年度 2011年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹幼 附属学校 指導要録(学籍に関する記録) 平成22年度幼児指導要録(学籍の記録) 附属幼稚園竹早園舎 2010年度 2011年4月1日 20年 2030年度末 紙 教職員室 附属幼稚園竹早園舎長 廃棄

竹幼 附属学校
卒業証書発行台帳及び修了
証書発行台帳に関するもの

平成23年度修了台帳 附属幼稚園竹早園舎 2011年度 2012年4月1日 無期限 紙 教職員室 附属幼稚園竹早園舎長 廃棄

竹幼 会計 資産台帳 資産台帳 財務部契約課契約第三係 2011年度 2012年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹幼 人事 人事記録及び附属書類 平成23年度人事・任用関係 総務部附属学校課竹早地区事務係 2011年度 2012年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹幼 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成23年度出勤簿（非常勤職員） 総務部附属学校課竹早地区事務係 2011年度 2012年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹幼 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成23年度出勤簿（非常勤講師） 総務部附属学校課竹早地区事務係 2011年度 2012年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹幼 附属学校 指導要録(学籍に関する記録) 平成23年度幼児指導要録(学籍の記録) 附属幼稚園竹早園舎 2011年度 2012年4月1日 20年 2031年度末 紙 教職員室 附属幼稚園竹早園舎長 廃棄

竹幼 附属学校
卒業証書発行台帳及び修了
証書発行台帳に関するもの

平成24年度修了台帳 附属幼稚園竹早園舎 2012年度 2013年4月1日 無期限 紙 教職員室 附属幼稚園竹早園舎長 廃棄

竹幼 会計 資産台帳 資産台帳 財務部契約課契約第三係 2012年度 2013年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹幼 人事 人事記録及び附属書類 平成24年度人事・任用関係 総務部附属学校課竹早地区事務係 2012年度 2013年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹幼 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成24年度出勤簿（非常勤職員） 総務部附属学校課竹早地区事務係 2012年度 2013年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹幼 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成24年度出勤簿（非常勤講師） 総務部附属学校課竹早地区事務係 2012年度 2013年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹幼 附属学校 指導要録(学籍に関する記録) 平成24年度幼児指導要録(学籍の記録) 附属幼稚園竹早園舎 2012年度 2013年4月1日 20年 2032年度末 紙 教職員室 附属幼稚園竹早園舎長 廃棄

竹幼 会計 資産台帳 資産台帳 財務部契約課契約第三係 2013年度 2014年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹幼 人事 人事記録及び附属書類 平成25年度人事・任用関係 総務部附属学校課竹早地区事務係 2013年度 2014年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹幼 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成25年度出勤簿（非常勤職員） 総務部附属学校課竹早地区事務係 2013年度 2014年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹幼 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成25年度出勤簿（非常勤講師） 総務部附属学校課竹早地区事務係 2013年度 2014年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹幼 附属学校 指導要録(学籍に関する記録) 平成25年度幼児指導要録(学籍の記録) 附属幼稚園竹早園舎 2013年度 2014年4月1日 20年 2033年度末 紙 教職員室 附属幼稚園竹早園舎長 廃棄

竹幼 会計 資産台帳 資産台帳 財務部契約課契約第三係 2014年度 2015年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹幼 人事 人事記録及び附属書類 平成26年度人事・任用関係 総務部附属学校課竹早地区事務係 2014年度 2015年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹幼 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成26年度出勤簿（非常勤職員） 総務部附属学校課竹早地区事務係 2014年度 2015年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹幼 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成26年度出勤簿（非常勤講師） 総務部附属学校課竹早地区事務係 2014年度 2015年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹幼 附属学校 指導要録(学籍に関する記録) 平成26年度幼児指導要録(学籍の記録) 附属幼稚園竹早園舎 2014年度 2015年4月1日 20年 2034年度末 紙 教職員室 附属幼稚園竹早園舎長 廃棄

竹幼 附属学校
卒業証書発行台帳及び修了
証書発行台帳に関するもの

平成26年度修了台帳 附属幼稚園竹早園舎 2014年度 2015年4月1日 無期限 紙 教職員室 附属幼稚園竹早園舎長 廃棄

竹幼 会計 資産台帳 資産台帳 財務部契約課契約第三係 2015年度 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹幼 人事 人事記録及び附属書類 平成27年度人事・任用関係 総務部附属学校課竹早地区事務係 2015年度 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹幼 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成27年度出勤簿（非常勤講師） 総務部附属学校課竹早地区事務係 2015年度 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹幼 附属学校 指導要録(学籍に関する記録) 平成27年度幼児指導要録(学籍の記録) 附属幼稚園竹早園舎 2015年度 2016年4月1日 20年 2035年度末 紙 教職員室 附属幼稚園竹早園舎長 廃棄

竹幼 附属学校
卒業証書発行台帳及び修了
証書発行台帳に関するもの

平成27年度修了台帳 附属幼稚園竹早園舎 2015年度 2016年4月1日 無期限 紙 教職員室 附属幼稚園竹早園舎長 廃棄

竹幼 会計 資産台帳 資産台帳 財務部契約課契約第三係 2016年度 2017年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹幼 人事 人事記録及び附属書類 平成28年度人事・任用関係 総務部附属学校課竹早地区事務係 2016年度 2017年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹幼 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成28年度出勤簿（非常勤職員） 総務部附属学校課竹早地区事務係 2016年度 2017年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹幼 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成28年度出勤簿（非常勤講師） 総務部附属学校課竹早地区事務係 2016年度 2017年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹幼 附属学校 指導要録(学籍に関する記録) 平成28年度幼児指導要録(学籍の記録) 附属幼稚園竹早園舎 2016年度 2017年4月1日 20年 2036年度末 紙 教職員室 附属幼稚園竹早園舎長 廃棄

竹幼 附属学校
卒業証書発行台帳及び修了
証書発行台帳に関するもの

平成28年度修了台帳 附属幼稚園竹早園舎 2016年度 2017年4月1日 無期限 紙 教職員室 附属幼稚園竹早園舎長 廃棄

竹幼 会計 資産台帳 資産台帳 財務部契約課契約第三係 2017年度 2018年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹幼 人事 人事記録及び附属書類 平成29年度人事・任用関係 総務部附属学校課竹早地区事務係 2017年度 2018年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹幼 会計 旅行命令簿 平成29年度公務外出申請書 総務部附属学校課竹早地区事務係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹幼 会計 旅行命令簿 平成29年度旅行命令・依頼伺 総務部附属学校課竹早地区事務係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹幼 会計
謝金の関係で，5年保存が必
要であるもの

平成29年度諸謝金等にかかる伺書 総務部附属学校課竹早地区事務係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹幼 人事 勤務時間記録簿 平成29年度勤務時間記録簿（常勤) 総務部附属学校課竹早地区事務係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹幼 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成29年度出勤簿（非常勤職員） 総務部附属学校課竹早地区事務係 2017年度 2018年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹幼 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成29年度出勤簿（非常勤講師） 総務部附属学校課竹早地区事務係 2017年度 2018年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹幼 人事 勤務時間記録簿 平成29年度特殊勤務手当整理簿 総務部附属学校課竹早地区事務係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹幼 人事 勤務時間記録簿 平成29年度勤務日及び勤務時間表 総務部附属学校課竹早地区事務係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹幼 人事 勤務時間記録簿 平成29年度週休日の振替及び半日勤務時間の割振変更簿 総務部附属学校課竹早地区事務係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹幼 附属学校 指導要録(学籍に関する記録) 平成29年度幼児指導要録(学籍の記録) 附属幼稚園竹早園舎 2017年度 2018年4月1日 20年 2037年度末 紙 教職員室 附属幼稚園竹早園舎長 廃棄

竹幼 附属学校 指導要録(指導に関する記録) 平成29年度幼児指導要録(指導の記録) 附属幼稚園竹早園舎 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 教職員室 附属幼稚園竹早園舎長 廃棄

竹幼 附属学校 学校・教務・日番日誌 平成29年度教務日誌 附属幼稚園竹早園舎 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 教職員室 附属幼稚園竹早園舎長 廃棄

竹幼 附属学校
卒業証書発行台帳及び修了
証書発行台帳に関するもの

平成29年度修了台帳 附属幼稚園竹早園舎 2017年度 2018年4月1日 無期限 紙 教職員室 附属幼稚園竹早園舎長 廃棄

竹幼 会計 資産台帳 資産台帳 財務部契約課契約第三係 2018年度 2019年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹幼 人事 人事記録及び附属書類 平成30年度人事・任用関係 総務部附属学校課竹早地区事務係 2018年度 2019年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹幼 会計 旅行命令簿 平成30年度公務外出申請書 総務部附属学校課竹早地区事務係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹幼 会計 旅行命令簿 平成30年度旅行命令・依頼伺 総務部附属学校課竹早地区事務係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹幼 会計
謝金の関係で，5年保存が必
要であるもの

平成30年度諸謝金等にかかる伺書 総務部附属学校課竹早地区事務係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹幼 人事 勤務時間記録簿 平成30年度勤務時間記録簿（常勤) 総務部附属学校課竹早地区事務係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹幼 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成30年度出勤簿（非常勤職員） 総務部附属学校課竹早地区事務係 2018年度 2019年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄
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了時の措置

備考

竹幼 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成30年度出勤簿（非常勤講師） 総務部附属学校課竹早地区事務係 2018年度 2019年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹幼 人事 勤務時間記録簿 平成30年度特殊勤務手当整理簿 総務部附属学校課竹早地区事務係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹幼 人事 勤務時間記録簿 平成30年度勤務日及び勤務時間表 総務部附属学校課竹早地区事務係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹幼 人事 勤務時間記録簿 平成30年度週休日の振替及び半日勤務時間の割振変更簿 総務部附属学校課竹早地区事務係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹幼 附属学校 指導要録(学籍に関する記録) 平成30年度幼児指導要録(学籍の記録) 附属幼稚園竹早園舎 2018年度 2019年4月1日 20年 2038年度末 紙 教職員室 附属幼稚園竹早園舎長 廃棄

竹幼 附属学校 指導要録(指導に関する記録) 平成30年度幼児指導要録(指導の記録) 附属幼稚園竹早園舎 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 教職員室 附属幼稚園竹早園舎長 廃棄

竹幼 附属学校
健康診断表，相談記録等園児
の健康管理に関するもので重
要なもの

平成30年度健康調査表 附属幼稚園竹早園舎 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 教職員室 附属幼稚園竹早園舎長 廃棄

竹幼 附属学校 学校・教務・日番日誌 平成30年度教務日誌 附属幼稚園竹早園舎 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 教職員室 附属幼稚園竹早園舎長 廃棄

竹幼 附属学校
卒業証書発行台帳及び修了
証書発行台帳に関するもの

平成30年度修了台帳 附属幼稚園竹早園舎 2018年度 2019年4月1日 無期限 紙 教職員室 附属幼稚園竹早園舎長 廃棄

竹幼 人事
休暇簿等の給与簿に関するも
の

平成31年休暇簿（年次休暇) 総務部附属学校課竹早地区事務係 2019年 2020年1月1日 3年 2022年末 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹幼 人事
休暇簿等の給与簿に関するも
の

平成31年休暇簿（病気・特別休暇) 総務部附属学校課竹早地区事務係 2019年 2020年1月1日 3年 2022年末 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹幼 会計 資産台帳 資産台帳 財務部契約課契約第三係 2019年度 2020年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹幼 人事 人事記録及び附属書類 平成31年度人事・任用関係 総務部附属学校課竹早地区事務係 2019年度 2020年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹幼 人事 研修に関するもの 平成31年度研修願 総務部附属学校課竹早地区事務係 2019年度 2020年4月1日 3年 2022年度末 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹幼 会計 旅行命令簿 平成31年度公務外出申請書 総務部附属学校課竹早地区事務係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹幼 会計 旅行命令簿 平成31年度旅行命令・依頼伺 総務部附属学校課竹早地区事務係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹幼 会計
謝金の関係で，5年保存が必
要であるもの

平成31年度諸謝金等にかかる伺書 総務部附属学校課竹早地区事務係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹幼 人事 勤務時間記録簿 平成31年度勤務時間記録簿（常勤) 総務部附属学校課竹早地区事務係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹幼 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成31年度出勤簿（非常勤職員） 総務部附属学校課竹早地区事務係 2019年度 2020年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹幼 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成31年度出勤簿（非常勤講師） 総務部附属学校課竹早地区事務係 2019年度 2020年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹幼 人事 勤務時間記録簿 平成31年度特殊勤務手当整理簿 総務部附属学校課竹早地区事務係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹幼 人事 勤務時間記録簿 平成31年度勤務日及び勤務時間表 総務部附属学校課竹早地区事務係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹幼 人事 勤務時間記録簿 平成31年度週休日の振替及び半日勤務時間の割振変更簿 総務部附属学校課竹早地区事務係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹幼 附属学校 指導要録(学籍に関する記録) 平成31年度幼児指導要録(学籍の記録) 附属幼稚園竹早園舎 2019年度 2020年4月1日 20年 2039年度末 紙 教職員室 附属幼稚園竹早園舎長 廃棄

竹幼 附属学校 指導要録(指導に関する記録) 平成31年度幼児指導要録(指導の記録) 附属幼稚園竹早園舎 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 教職員室 附属幼稚園竹早園舎長 廃棄

竹幼 附属学校
健康診断表，相談記録等園児
の健康管理に関するもので重
要なもの

平成31年度健康調査表 附属幼稚園竹早園舎 2019年度 2020年4月1日 3年 2022年度末 紙 教職員室 附属幼稚園竹早園舎長 廃棄

竹幼 附属学校 学校・教務・日番日誌 平成31年度教務日誌 附属幼稚園竹早園舎 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 教職員室 附属幼稚園竹早園舎長 廃棄

竹幼 附属学校
卒業証書発行台帳及び修了
証書発行台帳に関するもの

平成31年度修了台帳 附属幼稚園竹早園舎 2019年度 2020年4月1日 無期限 紙 教職員室 附属幼稚園竹早園舎長 廃棄

竹幼 人事
休暇簿等の給与簿に関するも
の

令和2年休暇簿（年次休暇) 総務部附属学校課竹早地区事務係 2020年 2021年1月1日 3年 2023年末 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹幼 人事
休暇簿等の給与簿に関するも
の

令和2年休暇簿（病気・特別休暇) 総務部附属学校課竹早地区事務係 2020年 2021年1月1日 3年 2023年末 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹幼 会計 資産台帳 資産台帳 財務部契約課契約第三係 2020年度 2021年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹幼 人事 人事記録及び附属書類 令和2年度人事・任用関係 総務部附属学校課竹早地区事務係 2020年度 2021年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹幼 人事 研修に関するもの 令和2年度研修願 総務部附属学校課竹早地区事務係 2020年 2021年1月1日 3年 2023年末 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹幼 会計 旅行命令簿 令和2年度公務外出申請書 総務部附属学校課竹早地区事務係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹幼 会計 旅行命令簿 令和2年度旅行命令・依頼伺 総務部附属学校課竹早地区事務係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹幼 会計
謝金の関係で，5年保存が必
要であるもの

令和2年度諸謝金等にかかる伺書 総務部附属学校課竹早地区事務係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹幼 人事 勤務時間記録簿 令和2年度勤務時間記録簿（常勤) 総務部附属学校課竹早地区事務係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹幼 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

令和2年度出勤簿（非常勤職員） 総務部附属学校課竹早地区事務係 2020年度 2021年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹幼 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

令和2年度出勤簿（非常勤講師） 総務部附属学校課竹早地区事務係 2020年度 2021年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹幼 人事 勤務時間記録簿 令和2年度特殊勤務手当整理簿 総務部附属学校課竹早地区事務係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹幼 人事 勤務時間記録簿 令和2年度勤務日及び勤務時間表 総務部附属学校課竹早地区事務係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹幼 人事 勤務時間記録簿 令和2年度週休日の振替及び半日勤務時間の割振変更簿 総務部附属学校課竹早地区事務係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹幼 附属学校 指導要録(学籍に関する記録) 令和2年度幼児指導要録(学籍の記録) 附属幼稚園竹早園舎 2020年度 2021年4月21日 20年 2040年度末 紙 教職員室 附属幼稚園竹早園舎長 廃棄

竹幼 附属学校 指導要録(指導に関する記録) 令和2年度幼児指導要録(指導の記録) 附属幼稚園竹早園舎 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 教職員室 附属幼稚園竹早園舎長 廃棄

竹幼 附属学校
健康診断表，相談記録等園児
の健康管理に関するもので重
要なもの

令和2年度健康調査表 附属幼稚園竹早園舎 2020年 2021年1月1日 3年 2023年末 紙 教職員室 附属幼稚園竹早園舎長 廃棄

竹幼 附属学校 学校・教務・日番日誌 令和2年度教務日誌 附属幼稚園竹早園舎 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 教職員室 附属幼稚園竹早園舎長 廃棄

竹幼 附属学校
卒業証書発行台帳及び修了
証書発行台帳に関するもの

令和2年度修了台帳 附属幼稚園竹早園舎 2020年度 2021年4月1日 無期限 紙 教職員室 附属幼稚園竹早園舎長 廃棄

竹幼 人事
休暇簿等の給与簿に関するも
の

令和3年休暇簿（年次休暇) 総務部附属学校課竹早地区事務係 2021年 2022年1月1日 3年 2024年末 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹幼 人事
休暇簿等の給与簿に関するも
の

令和3年休暇簿（病気・特別休暇) 総務部附属学校課竹早地区事務係 2021年 2022年1月1日 3年 2024年末 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹幼 会計 資産台帳 資産台帳 財務部契約課契約第三係 2021年度 2022年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹幼 人事 人事記録及び附属書類 令和3年度人事・任用関係 総務部附属学校課竹早地区事務係 2021年度 2022年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹幼 人事 研修に関するもの 令和3年度研修願 総務部附属学校課竹早地区事務係 2021年 2022年1月1日 3年 2024年末 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹幼 会計 旅行命令簿 令和3年度公務外出申請書 総務部附属学校課竹早地区事務係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹幼 会計 旅行命令簿 令和3年度旅行命令・依頼伺 総務部附属学校課竹早地区事務係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹幼 会計
謝金の関係で，5年保存が必
要であるもの

令和3年度諸謝金等にかかる伺書 総務部附属学校課竹早地区事務係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹幼 人事 勤務時間記録簿 令和3年度勤務時間記録簿（常勤) 総務部附属学校課竹早地区事務係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹幼 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

令和3年度出勤簿（非常勤職員） 総務部附属学校課竹早地区事務係 2021年度 2022年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹幼 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

令和3年度出勤簿（非常勤講師） 総務部附属学校課竹早地区事務係 2021年度 2022年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹幼 人事 勤務時間記録簿 令和3年度特殊勤務手当整理簿 総務部附属学校課竹早地区事務係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹幼 人事 勤務時間記録簿 令和3年度勤務日及び勤務時間表 総務部附属学校課竹早地区事務係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹幼 人事 勤務時間記録簿 令和3年度週休日の振替及び半日勤務時間の割振変更簿 総務部附属学校課竹早地区事務係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄
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法人文書ファイル管理簿データ（全学）

部局名 １）大分類 ２）中分類 ３）小分類（法人文書ファイル名） ４）作成・取得者
５）作成・取得年度
等

６）起算日 ７）保存期間
８）保存期間
    満了時期

９）媒体の種別 10）保存場所 11）管理担当課・係
12)保存期間満
了時の措置

備考

竹幼 附属学校 指導要録(学籍に関する記録) 令和3年度幼児指導要録(学籍の記録) 附属幼稚園竹早園舎 2021年度 2021年4月1日 20年 2041年度末 紙 教職員室 附属幼稚園竹早園舎長 廃棄

竹幼 附属学校 指導要録(指導に関する記録) 令和3年度幼児指導要録(指導の記録) 附属幼稚園竹早園舎 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 教職員室 附属幼稚園竹早園舎長 廃棄

竹幼 附属学校
健康診断表，相談記録等園児
の健康管理に関するもので重
要なもの

令和3年度健康調査表 附属幼稚園竹早園舎 2021年 2022年1月1日 3年 2024年末 紙 教職員室 附属幼稚園竹早園舎長 廃棄

竹幼 附属学校 学校・教務・日番日誌 令和3年度教務日誌 附属幼稚園竹早園舎 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 教職員室 附属幼稚園竹早園舎長 廃棄

竹幼 附属学校
卒業証書発行台帳及び修了
証書発行台帳に関するもの

令和3年度修了台帳 附属幼稚園竹早園舎 2021年度 2021年4月1日 無期限 紙 教職員室 附属幼稚園竹早園舎長 廃棄

竹小 人事 人事記録及び附属書類 平成13年度人事・任用関係 総務部附属学校課竹早地区事務係 2001年度 2002年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹小 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成13年度非常勤出勤簿 総務部附属学校課竹早地区事務係 2001年度 2002年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹小 会計 資産台帳 資産台帳 財務部契約課契約第三係 2001年度 2002年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹小 人事 人事記録及び附属書類 平成14年度人事・任用関係 総務部附属学校課竹早地区事務係 2002年度 2003年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹小 附属学校
指導要録（学籍に関する記
録）

平成14年度指導要録 附属竹早小学校 2002年度 2003年4月1日 20年 2022年度末 紙 校長兼副校長室 附属竹早小学校長 廃棄

竹小 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成14年度非常勤出勤簿 総務部附属学校課竹早地区事務係 2002年度 2003年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹小 附属学校
指導要録（学籍に関する記
録）

平成14年度指導要録 附属竹早小学校 2002年度 2003年4月1日 20年 2022年度末 紙 校長兼副校長室 附属竹早小学校長 廃棄

竹小 会計 資産台帳 資産台帳 財務部契約課契約第三係 2002年度 2003年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹小 人事 人事記録及び附属書類 平成15年度人事・任用関係 総務部附属学校課竹早地区事務係 2003年度 2004年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹小 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成15年度非常勤出勤簿 総務部附属学校課竹早地区事務係 2003年度 2004年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹小 附属学校
指導要録（学籍に関する記
録）

平成15年度指導要録 附属竹早小学校 2003年度 2004年4月1日 20年 2023年度末 紙 校長兼副校長室 附属竹早小学校長 廃棄

竹小 会計 資産台帳 資産台帳 財務部契約課契約第三係 2003年度 2004年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹小 人事 人事記録及び附属書類 平成16年度人事・任用関係 総務部附属学校課竹早地区事務係 2004年度 2005年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹小 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成16年度非常勤出勤簿 総務部附属学校課竹早地区事務係 2004年度 2005年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹小 附属学校
指導要録（学籍に関する記
録）

平成16年度指導要録 附属竹早小学校 2004年度 2005年4月1日 20年 2024年度末 紙 校長兼副校長室 附属竹早小学校長 廃棄

竹小 会計 資産台帳 資産台帳 財務部契約課契約第三係 2004年度 2005年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹小 人事 人事記録及び附属書類 平成17年度人事・任用関係 総務部附属学校課竹早地区事務係 2005年度 2006年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹小 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成17年度非常勤職員出勤簿 総務部附属学校課竹早地区事務係 2005年度 2006年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹小 附属学校
指導要録（学籍に関する記
録）

平成17年度指導要録 附属竹早小学校 2005年度 2006年4月1日 20年 2025年度末 紙 校長兼副校長室 附属竹早小学校長 廃棄

竹小 会計 資産台帳 資産台帳 財務部契約課契約第三係 2005年度 2006年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹小 人事 人事記録及び附属書類 平成18年度人事・任用関係 総務部附属学校課竹早地区事務係 2006年度 2007年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹小 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成18年度非常勤職員出勤簿 総務部附属学校課竹早地区事務係 2006年度 2007年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹小 附属学校
指導要録（学籍に関する記
録）

平成18年度指導要録 附属竹早小学校 2006年度 2007年4月1日 20年 2026年度末 紙 校長兼副校長室 附属竹早小学校長 廃棄

竹小 会計 資産台帳 資産台帳 財務部契約課契約第三係 2006年度 2007年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹小 人事 人事記録及び附属書類 平成19年度人事・任用関係 総務部附属学校課竹早地区事務係 2007年度 2008年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹小 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成19年度非常勤職員出勤簿 総務部附属学校課竹早地区事務係 2007年度 2008年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹小 附属学校
指導要録（学籍に関する記
録）

平成19年度指導要録 附属竹早小学校 2007年度 2008年4月1日 20年 2027年度末 紙 校長兼副校長室 附属竹早小学校長 廃棄

竹小 会計 資産台帳 資産台帳 財務部契約課契約第三係 2007年度 2008年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹小 人事 人事記録及び附属書類 平成20年度人事・任用関係 総務部附属学校課竹早地区事務係 2008年度 2009年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹小 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成20年度非常勤職員出勤簿 総務部附属学校課竹早地区事務係 2008年度 2009年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹小 附属学校
指導要録（学籍に関する記
録）

平成20年度指導要録 附属竹早小学校 2008年度 2009年4月1日 20年 2028年度末 紙 校長兼副校長室 附属竹早小学校長 廃棄

竹小 会計 資産台帳 資産台帳 財務部契約課契約第三係 2008年度 2009年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹小 人事 人事記録及び附属書類 平成21年度人事・任用関係 総務部附属学校課竹早地区事務係 2009年度 2010年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹小 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成21年度非常勤職員出勤簿 総務部附属学校課竹早地区事務係 2009年度 2010年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹小 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成21年度非常勤職員勤務時間記録簿 総務部附属学校課竹早地区事務係 2009年度 2010年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹小 附属学校
指導要録（学籍に関する記
録）

平成21年度指導要録 附属竹早小学校 2009年度 2010年4月1日 20年 2029年度末 紙 校長兼副校長室 附属竹早小学校長 廃棄

竹小 会計 資産台帳 資産台帳 財務部契約課契約第三係 2009年度 2010年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹小 人事 人事記録及び附属書類 平成22年度人事・任用関係 総務部附属学校課竹早地区事務係 2010年度 2011年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹小 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成22年度非常勤職員勤務時間記録簿 総務部附属学校課竹早地区事務係 2010年度 2011年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹小 附属学校
指導要録（学籍に関する記
録）

平成22年度指導要録 附属竹早小学校 2010年度 2011年4月1日 20年 2030年度末 紙 校長兼副校長室 附属竹早小学校長 廃棄

竹小 会計 資産台帳 資産台帳 財務部契約課契約第三係 2010年度 2011年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹小 人事 人事記録及び附属書類 平成23年度人事・任用関係 総務部附属学校課竹早地区事務係 2011年度 2012年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹小 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成23年非常勤職員勤務時間記録簿 総務部附属学校課竹早地区事務係 2011年度 2012年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹小 附属学校
指導要録（学籍に関する記
録）

平成23年度指導要録 附属竹早小学校 2011年度 2012年4月1日 20年 2031年度末 紙 校長兼副校長室 附属竹早小学校長 廃棄

竹小 会計 資産台帳 資産台帳 財務部契約課契約第三係 2011年度 2012年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹小 人事 人事記録及び附属書類 平成25年度人事・任用関係 総務部附属学校課竹早地区事務係 2012年度 2013年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹小 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成24年非常勤職員勤務時間記録簿 総務部附属学校課竹早地区事務係 2012年度 2013年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹小 附属学校
指導要録（学籍に関する記
録）

平成24年度指導要録 附属竹早小学校 2012年度 2013年4月1日 20年 2032年度末 紙 校長兼副校長室 附属竹早小学校長 廃棄

竹小 管理運営
入学式，卒業式，学位記授与
式，その他本学が主催する記
念行事に関するもの

卒業式出席者名簿 附属竹早小学校 2012年度 2013年4月1日 10年 2022年度末 紙 事務室 附属竹早小学校長 廃棄

竹小 管理運営
入学式，卒業式，学位記授与
式，その他本学が主催する記
念行事に関するもの

卒業式次第 附属竹早小学校 2012年度 2013年4月1日 10年 2022年度末 紙 事務室 附属竹早小学校長 廃棄

竹小 管理運営
入学式，卒業式，学位記授与
式，その他本学が主催する記
念行事に関するもの

卒業式実施案内文書 附属竹早小学校 2012年度 2013年4月1日 10年 2022年度末 紙 事務室 附属竹早小学校長 廃棄

竹小 会計 資産台帳 資産台帳 財務部契約課契約第三係 2012年度 2013年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹小 人事 人事記録及び附属書類 平成25年度人事・任用関係 総務部附属学校課竹早地区事務係 2013年度 2014年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹小 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成25年非常勤職員勤務時間記録簿 総務部附属学校課竹早地区事務係 2013年度 2014年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹小 附属学校
指導要録（学籍に関する記
録）

平成25年度指導要録 附属竹早小学校 2013年度 2014年4月1日 20年 2033年度末 紙 校長兼副校長室 附属竹早小学校長 廃棄

竹小 管理運営
入学式，卒業式，学位記授与
式，その他本学が主催する記
念行事に関するもの

卒業式出席者名簿 附属竹早小学校 2013年度 2014年4月1日 10年 2023年度末 紙 事務室 附属竹早小学校長 廃棄
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法人文書ファイル管理簿データ（全学）

部局名 １）大分類 ２）中分類 ３）小分類（法人文書ファイル名） ４）作成・取得者
５）作成・取得年度
等

６）起算日 ７）保存期間
８）保存期間
    満了時期

９）媒体の種別 10）保存場所 11）管理担当課・係
12)保存期間満
了時の措置

備考

竹小 管理運営
入学式，卒業式，学位記授与
式，その他本学が主催する記
念行事に関するもの

卒業式次第 附属竹早小学校 2013年度 2014年4月1日 10年 2023年度末 紙 事務室 附属竹早小学校長 廃棄

竹小 管理運営
入学式，卒業式，学位記授与
式，その他本学が主催する記
念行事に関するもの

卒業式実施案内文書 附属竹早小学校 2013年度 2014年4月1日 10年 2023年度末 紙 事務室 附属竹早小学校長 廃棄

竹小 会計 資産台帳 資産台帳 財務部契約課契約第三係 2013年度 2014年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹小 人事 人事記録及び附属書類 平成26年度人事・任用関係 総務部附属学校課竹早地区事務係 2014年度 2015年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹小 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成26年非常勤職員勤務時間記録簿 総務部附属学校課竹早地区事務係 2014年度 2015年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹小 附属学校
指導要録（学籍に関する記
録）

平成26年度指導要録 附属竹早小学校 2014年度 2015年4月1日 20年 2034年度末 紙 校長兼副校長室 附属竹早小学校長 廃棄

竹小 管理運営
入学式，卒業式，学位記授与
式，その他本学が主催する記
念行事に関するもの

卒業式出席者名簿 附属竹早小学校 2014年度 2015年4月1日 10年 2024年度末 紙 事務室 附属竹早小学校長 廃棄

竹小 管理運営
入学式，卒業式，学位記授与
式，その他本学が主催する記
念行事に関するもの

卒業式次第 附属竹早小学校 2014年度 2015年4月1日 10年 2024年度末 紙 事務室 附属竹早小学校長 廃棄

竹小 管理運営
入学式，卒業式，学位記授与
式，その他本学が主催する記
念行事に関するもの

卒業式実施案内文書 附属竹早小学校 2014年度 2015年4月1日 10年 2024年度末 紙 事務室 附属竹早小学校長 廃棄

竹小 会計 資産台帳 資産台帳 財務部契約課契約第三係 2014年度 2015年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹小 人事 人事記録及び附属書類 平成27年度人事・任用関係 総務部附属学校課竹早地区事務係 2015年度 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹小 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成27年非常勤職員勤務時間記録簿 総務部附属学校課竹早地区事務係 2015年度 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹小 附属学校
指導要録（学籍に関する記
録）

平成27年度指導要録 附属竹早小学校 2015年度 2016年4月1日 20年 2035年度末 紙 校長兼副校長室 附属竹早小学校長 廃棄

竹小 管理運営
入学式，卒業式，学位記授与
式，その他本学が主催する記
念行事に関するもの

卒業式出席者名簿 附属竹早小学校 2015年度 2016年4月1日 10年 2025年度末 紙 事務室 附属竹早小学校長 廃棄

竹小 管理運営
入学式，卒業式，学位記授与
式，その他本学が主催する記
念行事に関するもの

卒業式次第 附属竹早小学校 2015年度 2016年4月1日 10年 2025年度末 紙 事務室 附属竹早小学校長 廃棄

竹小 管理運営
入学式，卒業式，学位記授与
式，その他本学が主催する記
念行事に関するもの

卒業式実施案内文書 附属竹早小学校 2015年度 2016年4月1日 10年 2025年度末 紙 事務室 附属竹早小学校長 廃棄

竹小 会計 資産台帳 資産台帳 財務部契約課契約第三係 2015年度 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹小 人事 人事記録及び附属書類 平成28年度人事・任用関係 総務部附属学校課竹早地区事務係 2016年度 2017年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹小 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成28年非常勤職員勤務時間記録簿 総務部附属学校課竹早地区事務係 2016年度 2017年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹小 附属学校
指導要録（学籍に関する記
録）

平成28年度指導要録 附属竹早小学校 2016年度 2017年4月1日 20年 2036年度末 紙 校長兼副校長室 附属竹早小学校長 廃棄

竹小 管理運営
入学式，卒業式，学位記授与
式，その他本学が主催する記
念行事に関するもの

卒業式出席者名簿 附属竹早小学校 2016年度 2017年4月1日 10年 2026年度末 紙 事務室 附属竹早小学校長 廃棄

竹小 管理運営
入学式，卒業式，学位記授与
式，その他本学が主催する記
念行事に関するもの

卒業式次第 附属竹早小学校 2016年度 2017年4月1日 10年 2026年度末 紙 事務室 附属竹早小学校長 廃棄

竹小 管理運営
入学式，卒業式，学位記授与
式，その他本学が主催する記
念行事に関するもの

卒業式実施案内文書 附属竹早小学校 2016年度 2017年4月1日 10年 2026年度末 紙 事務室 附属竹早小学校長 廃棄

竹小 会計 資産台帳 資産台帳 財務部契約課契約第三係 2016年度 2017年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹小 人事 人事記録及び附属書類 平成29年度人事・任用関係 総務部附属学校課竹早地区事務係 2017年度 2018年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹小 人事 勤務時間記録簿 平成29年度勤務時間記録簿 総務部附属学校課竹早地区事務係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹小 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成29年非常勤職員勤務時間記録簿 総務部附属学校課竹早地区事務係 2017年度 2018年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹小 人事 勤務時間報告書 平成29年度勤務時間報告書 総務部附属学校課竹早地区事務係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹小 人事 勤務時間報告書 平成29年度特殊勤務手当整理簿 総務部附属学校課竹早地区事務係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹小 人事 勤務時間報告書 平成29年度勤務時間割振表 総務部附属学校課竹早地区事務係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹小 人事 勤務時間報告書 平成29年度週休日振替及び半日勤務の割振変更簿 総務部附属学校課竹早地区事務係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹小 人事 勤務時間報告書 平成29年服務状況調査表 総務部附属学校課竹早地区事務係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹小 人事 勤務時間報告書 平成29年校長出勤日報告書 総務部附属学校課竹早地区事務係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹小 会計 旅行命令簿 平成29年度旅行命令・依頼伺 総務部附属学校課竹早地区事務係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹小 会計 旅行命令簿 平成29年度公務外出申請書 総務部附属学校課竹早地区事務係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹小 教務 入学手続書類に関するもの 平成29年度入学願書 志願者 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 校長兼副校長室 附属竹早小学校長 廃棄

竹小 附属学校 入試結果一覧表 平成29年度入学調査倍率 附属竹早小学校 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 校長兼副校長室 附属竹早小学校長 廃棄

竹小 附属学校 保健日誌 平成29年度学校保健日誌 附属竹早小学校 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 保健室 附属竹早小学校長 廃棄

竹小 教務
健康診断表，相談記録等児童
の健康管理に関するもので重
要なもの

平成29年度健康診断票 附属竹早小学校 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 保健室 附属竹早小学校長 廃棄

竹小 附属学校
指導要録（学籍に関する記
録）

平成29年度指導要録 附属竹早小学校 2017年度 2018年4月1日 20年 2037年度末 紙 校長兼副校長室 附属竹早小学校長 廃棄

竹小 附属学校 出席簿 平成29年度児童出席簿 附属竹早小学校 2017年度 2018年4月1日 在学中 2022年度末 紙 校長兼副校長室 附属竹早小学校長 廃棄

竹小 附属学校 学校・教務・日番日誌 学校日誌（平成29年度） 附属竹早小学校 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 校長兼副校長室 附属竹早小学校長 廃棄

竹小 会計
謝金の関係で，5年保存が必
要であるもの

平成29年度諸謝金等にかかる伺書 総務部附属学校課竹早地区事務係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹小 管理運営 文部科学省等への報告等 平成29年度庶務（要回答） 総務部附属学校課竹早地区事務係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹小 管理運営 他機関からの通知文書 平成29年度庶務（回答不要）関係 総務部附属学校課竹早地区事務係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹小 教務
健康診断表，相談記録等児童
の健康管理に関するもので重
要なもの

健康診断関係（29年度） 総務部附属学校課竹早地区事務係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹小 人事
共済組合の関係で，5年保存
が必要であるもの

共済組合関係（平成29年度） 総務部附属学校課竹早地区事務係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹小 附属学校 プール日誌・プールの記録 プール使用届の提出について 総務部附属学校課竹早地区事務係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹小 管理運営
入学式，卒業式，学位記授与
式，その他本学が主催する記
念行事に関するもの

卒業式出席者名簿 附属竹早小学校 2017年度 2018年4月1日 10年 2027年度末 紙 事務室 附属竹早小学校長 廃棄

竹小 管理運営
入学式，卒業式，学位記授与
式，その他本学が主催する記
念行事に関するもの

卒業式次第 附属竹早小学校 2017年度 2018年4月1日 10年 2027年度末 紙 事務室 附属竹早小学校長 廃棄

竹小 管理運営
入学式，卒業式，学位記授与
式，その他本学が主催する記
念行事に関するもの

卒業式実施案内文書 附属竹早小学校 2017年度 2018年4月1日 10年 2027年度末 紙 事務室 附属竹早小学校長 廃棄

竹小 会計 資産台帳 資産台帳 財務部契約課契約第三係 2017年度 2018年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹小 人事 人事記録及び附属書類 平成30年度人事・任用関係 総務部附属学校課竹早地区事務係 2018年度 2019年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹小 人事 勤務時間記録簿 平成30年度勤務時間記録簿 総務部附属学校課竹早地区事務係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹小 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成30年非常勤職員勤務時間記録簿 総務部附属学校課竹早地区事務係 2018年度 2019年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹小 人事 勤務時間報告書 平成30年度勤務時間報告書 総務部附属学校課竹早地区事務係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹小 人事 勤務時間報告書 平成30年度特殊勤務手当整理簿 総務部附属学校課竹早地区事務係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹小 人事 勤務時間報告書 平成30年度勤務時間割振表 総務部附属学校課竹早地区事務係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹小 人事 勤務時間報告書 平成30年度週休日振替及び半日勤務の割振変更簿 総務部附属学校課竹早地区事務係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹小 人事 勤務時間報告書 平成30年服務状況調査表 総務部附属学校課竹早地区事務係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹小 人事 勤務時間報告書 平成30年校長出勤日報告書 総務部附属学校課竹早地区事務係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄
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備考

竹小 会計 旅行命令簿 平成30年度旅行命令・依頼伺 総務部附属学校課竹早地区事務係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹小 会計 旅行命令簿 平成30年度公務外出申請書 総務部附属学校課竹早地区事務係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹小 教務 入学手続書類に関するもの 平成30年度入学願書 志願者 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 校長兼副校長室 附属竹早小学校長 廃棄

竹小 附属学校 入試結果一覧表 平成30年度入学調査倍率 附属竹早小学校 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 校長兼副校長室 附属竹早小学校長 廃棄

竹小 附属学校 保健日誌 平成30年度学校保健日誌 附属竹早小学校 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 保健室 附属竹早小学校長 廃棄

竹小 教務
健康診断表，相談記録等児童
の健康管理に関するもので重
要なもの

平成30年度健康診断票 附属竹早小学校 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 保健室 附属竹早小学校長 廃棄

竹小 附属学校
指導要録（学籍に関する記
録）

平成30年度指導要録 附属竹早小学校 2018年度 2019年4月1日 20年 2038年度末 紙 校長兼副校長室 附属竹早小学校長 廃棄

竹小 附属学校 出席簿 平成30年度児童出席簿 附属竹早小学校 2018年度 2019年4月1日 在学中 2023年度末 紙 校長兼副校長室 附属竹早小学校長 廃棄

竹小 附属学校 学校・教務・日番日誌 学校日誌（平成30年度） 附属竹早小学校 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 校長兼副校長室 附属竹早小学校長 廃棄

竹小 会計
謝金の関係で，5年保存が必
要であるもの

平成30年度諸謝金等にかかる伺書 総務部附属学校課竹早地区事務係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹小 管理運営 文部科学省等への報告等 平成30年度庶務（要回答） 総務部附属学校課竹早地区事務係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹小 管理運営 他機関からの通知文書 平成30年度庶務（回答不要）関係 総務部附属学校課竹早地区事務係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹小 教務
健康診断表，相談記録等児童
の健康管理に関するもので重
要なもの

健康診断関係（30年度） 総務部附属学校課竹早地区事務係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹小 人事
共済組合の関係で，5年保存
が必要であるもの

共済組合関係（平成30年度） 総務部附属学校課竹早地区事務係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹小 附属学校 プール日誌・プールの記録 プール使用届の提出について 総務部附属学校課竹早地区事務係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹小 管理運営
入学式，卒業式，学位記授与
式，その他本学が主催する記
念行事に関するもの

卒業式出席者名簿 附属竹早小学校 2018年度 2019年4月1日 10年 2028年度末 紙 事務室 附属竹早小学校長 廃棄

竹小 管理運営
入学式，卒業式，学位記授与
式，その他本学が主催する記
念行事に関するもの

卒業式次第 附属竹早小学校 2018年度 2019年4月1日 10年 2028年度末 紙 事務室 附属竹早小学校長 廃棄

竹小 管理運営
入学式，卒業式，学位記授与
式，その他本学が主催する記
念行事に関するもの

卒業式実施案内文書 附属竹早小学校 2018年度 2019年4月1日 10年 2028年度末 紙 事務室 附属竹早小学校長 廃棄

竹小 会計 資産台帳 資産台帳 財務部契約課契約第三係 2018年度 2019年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹小 人事 人事記録及び附属書類 平成31年度人事・任用関係 総務部附属学校課竹早地区事務係 2019年度 2020年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹小 人事 勤務時間記録簿 平成31年度勤務時間記録簿 総務部附属学校課竹早地区事務係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹小 人事
休暇簿等の給与簿に関するも
の

平成31年休暇簿（年次休暇） 総務部附属学校課竹早地区事務係 2019年 2020年1月1日 3年 2022年末 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹小 人事
休暇簿等の給与簿に関するも
の

平成31年休暇簿（病気・特別休暇） 総務部附属学校課竹早地区事務係 2019年 2020年1月1日 3年 2022年末 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹小 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成31年非常勤職員勤務時間記録簿 総務部附属学校課竹早地区事務係 2019年度 2020年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹小 人事 勤務時間報告書 平成31年度勤務時間報告書 総務部附属学校課竹早地区事務係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹小 人事 勤務時間報告書 平成31年度特殊勤務手当整理簿 総務部附属学校課竹早地区事務係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹小 人事 勤務時間報告書 平成31年度勤務時間割振表 総務部附属学校課竹早地区事務係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹小 人事 勤務時間報告書 平成31年度週休日振替及び半日勤務の割振変更簿 総務部附属学校課竹早地区事務係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹小 人事 勤務時間報告書 平成31年服務状況調査表 総務部附属学校課竹早地区事務係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹小 人事 勤務時間報告書 平成31年校長出勤日報告書 総務部附属学校課竹早地区事務係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹小 会計 旅行命令簿 平成31年度旅行命令・依頼伺 総務部附属学校課竹早地区事務係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹小 会計 旅行命令簿 平成31年度公務外出申請書 総務部附属学校課竹早地区事務係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹小 教務 入学手続書類に関するもの 平成31年度入学願書 志願者 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 校長兼副校長室 附属竹早小学校長 廃棄

竹小 附属学校 入試結果一覧表 平成31年度入学調査倍率 附属竹早小学校 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 校長兼副校長室 附属竹早小学校長 廃棄

竹小 附属学校 保健日誌 平成31年度学校保健日誌 附属竹早小学校 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 保健室 附属竹早小学校長 廃棄

竹小 教務
健康診断表，相談記録等児童
の健康管理に関するもので重
要なもの

平成31年度健康診断票 附属竹早小学校 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 保健室 附属竹早小学校長 廃棄

竹小 人事 研修に関するもの 平成31年度研修願 総務部附属学校課竹早地区事務係 2019年度 2020年4月1日 3年 2022年度末 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹小 附属学校
指導要録（学籍に関する記
録）

平成31年度指導要録 附属竹早小学校 2019年度 2020年4月1日 20年 2039年度末 紙 校長兼副校長室 附属竹早小学校長 廃棄

竹小 附属学校 出席簿 平成31年度児童出席簿 附属竹早小学校 2019年度 2020年4月1日 在学中 2024年度末 紙 校長兼副校長室 附属竹早小学校長 廃棄

竹小 附属学校 教官会議事録 平成31年度教官会議等議事録 附属竹早小学校 2019年度 2020年4月1日 3年 2022年度末 紙 校長兼副校長室 附属竹早小学校長 廃棄

竹小 附属学校 学校・教務・日番日誌 学校日誌（平成31年度） 附属竹早小学校 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 校長兼副校長室 附属竹早小学校長 廃棄

竹小 会計
謝金の関係で，5年保存が必
要であるもの

平成31年度諸謝金等にかかる伺書 総務部附属学校課竹早地区事務係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹小 管理運営 文部科学省等への報告等 平成31年度庶務（要回答） 総務部附属学校課竹早地区事務係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹小 管理運営 他機関からの通知文書 平成31年度庶務（回答不要）関係 総務部附属学校課竹早地区事務係 2019年度 2020年4月1日 6年 2025年度末 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹小 教務
健康診断表，相談記録等児童
の健康管理に関するもので重
要なもの

健康診断関係（31年度） 総務部附属学校課竹早地区事務係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹小 人事
共済組合の関係で，5年保存
が必要であるもの

共済組合関係（平成31年度） 総務部附属学校課竹早地区事務係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹小 附属学校 プール日誌・プールの記録 プール使用届の提出について 総務部附属学校課竹早地区事務係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹小 管理運営
入学式，卒業式，学位記授与
式，その他本学が主催する記
念行事に関するもの

卒業式出席者名簿 附属竹早小学校 2019年度 2020年4月1日 10年 2029年度末 紙 事務室 附属竹早小学校長 廃棄

竹小 管理運営
入学式，卒業式，学位記授与
式，その他本学が主催する記
念行事に関するもの

卒業式次第 附属竹早小学校 2019年度 2020年4月1日 10年 2029年度末 紙 事務室 附属竹早小学校長 廃棄

竹小 管理運営
入学式，卒業式，学位記授与
式，その他本学が主催する記
念行事に関するもの

卒業式実施案内文書 附属竹早小学校 2019年度 2020年4月1日 10年 2029年度末 紙 事務室 附属竹早小学校長 廃棄

竹小 会計 資産台帳 資産台帳 財務部契約課契約第三係 2019年度 2020年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹小 人事 人事記録及び附属書類 令和2年度人事・任用関係 総務部附属学校課竹早地区事務係 2020年度 2021年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹小 人事 勤務時間記録簿 令和2年度勤務時間記録簿 総務部附属学校課竹早地区事務係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹小 人事
休暇簿等の給与簿に関するも
の

令和2年休暇簿（年次休暇） 総務部附属学校課竹早地区事務係 2020年 2021年1月1日 3年 2023年末 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹小 人事
休暇簿等の給与簿に関するも
の

令和2年休暇簿（病気・特別休暇） 総務部附属学校課竹早地区事務係 2020年 2021年1月1日 3年 2023年末 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹小 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

令和2年非常勤職員勤務時間記録簿 総務部附属学校課竹早地区事務係 2020年度 2021年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹小 人事 勤務時間報告書 令和2年度勤務時間報告書 総務部附属学校課竹早地区事務係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹小 人事 勤務時間報告書 令和2年度特殊勤務手当整理簿 総務部附属学校課竹早地区事務係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹小 人事 勤務時間報告書 令和2年度勤務時間割振表 総務部附属学校課竹早地区事務係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹小 人事 勤務時間報告書 令和2年度週休日振替及び半日勤務の割振変更簿 総務部附属学校課竹早地区事務係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹小 人事 勤務時間報告書 令和2年服務状況調査表 総務部附属学校課竹早地区事務係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄
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部局名 １）大分類 ２）中分類 ３）小分類（法人文書ファイル名） ４）作成・取得者
５）作成・取得年度
等

６）起算日 ７）保存期間
８）保存期間
    満了時期

９）媒体の種別 10）保存場所 11）管理担当課・係
12)保存期間満
了時の措置

備考

竹小 人事 勤務時間報告書 令和2年校長出勤日報告書 総務部附属学校課竹早地区事務係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹小 会計 旅行命令簿 令和2年度旅行命令・依頼伺 総務部附属学校課竹早地区事務係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹小 会計 旅行命令簿 令和2年度公務外出申請書 総務部附属学校課竹早地区事務係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹小 教務 入学手続書類に関するもの 令和2年度入学願書 志願者 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 校長兼副校長室 附属竹早小学校長 廃棄

竹小 附属学校 入試結果一覧表 令和2年度入学調査倍率 附属竹早小学校 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 校長兼副校長室 附属竹早小学校長 廃棄

竹小 附属学校 保健日誌 令和2年度学校保健日誌 附属竹早小学校 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 保健室 附属竹早小学校長 廃棄

竹小 教務
健康診断表，相談記録等児童
の健康管理に関するもので重
要なもの

令和2年度健康診断票 附属竹早小学校 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 保健室 附属竹早小学校長 廃棄

竹小 人事 研修に関するもの 令和2年度研修願 総務部附属学校課竹早地区事務係 2020年度 2021年1月1日 3年 2023年末 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹小 附属学校
指導要録（学籍に関する記
録）

令和2年度指導要録 附属竹早小学校 2020年度 2021年4月1日 20年 2040年度末 紙 校長兼副校長室 附属竹早小学校長 廃棄

竹小 附属学校 出席簿 令和2年度児童出席簿 附属竹早小学校 2020年度 2021年4月1日 在学中 2024年度末 紙 校長兼副校長室 附属竹早小学校長 廃棄

竹小 附属学校 教官会議事録 令和2年度教官会議等議事録 附属竹早小学校 2020年度 2021年1月1日 3年 2023年末 紙 校長兼副校長室 附属竹早小学校長 廃棄

竹小 附属学校 学校・教務・日番日誌 学校日誌（令和2年度） 附属竹早小学校 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 校長兼副校長室 附属竹早小学校長 廃棄

竹小 会計
謝金の関係で，5年保存が必
要であるもの

令和2年度諸謝金等にかかる伺書 総務部附属学校課竹早地区事務係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹小 教務
健康診断表，相談記録等児童
の健康管理に関するもので重
要なもの

健康診断関係（令和2年度） 総務部附属学校課竹早地区事務係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹小 人事
共済組合の関係で，5年保存
が必要であるもの

共済組合関係（令和2年度） 総務部附属学校課竹早地区事務係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹小 管理運営
入学式，卒業式，学位記授与
式，その他本学が主催する記
念行事に関するもの

卒業式出席者名簿 附属竹早小学校 2020年度 2021年4月1日 10年 2030年度末 紙 事務室 附属竹早小学校長 廃棄

竹小 管理運営
入学式，卒業式，学位記授与
式，その他本学が主催する記
念行事に関するもの

卒業式次第 附属竹早小学校 2020年度 2021年4月1日 10年 2030年度末 紙 事務室 附属竹早小学校長 廃棄

竹小 管理運営
入学式，卒業式，学位記授与
式，その他本学が主催する記
念行事に関するもの

卒業式実施案内文書 附属竹早小学校 2020年度 2021年4月1日 10年 2030年度末 紙 事務室 附属竹早小学校長 廃棄

竹小 会計 資産台帳 資産台帳 財務部契約課契約第三係 2020年度 2021年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹小 人事 人事記録及び附属書類 令和3年度人事・任用関係 総務部附属学校課竹早地区事務係 2021年度 2022年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹小 人事 勤務時間記録簿 令和3年度勤務時間記録簿 総務部附属学校課竹早地区事務係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹小 人事
休暇簿等の給与簿に関するも
の

令和3年休暇簿（年次休暇） 総務部附属学校課竹早地区事務係 2020年 2021年1月1日 3年 2024年末 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹小 人事
休暇簿等の給与簿に関するも
の

令和3年休暇簿（病気・特別休暇） 総務部附属学校課竹早地区事務係 2020年 2021年1月1日 3年 2024年末 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹小 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

令和3年非常勤職員勤務時間記録簿 総務部附属学校課竹早地区事務係 2021年度 2022年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹小 人事 勤務時間報告書 令和3年度勤務時間報告書 総務部附属学校課竹早地区事務係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹小 人事 勤務時間報告書 令和3年度特殊勤務手当整理簿 総務部附属学校課竹早地区事務係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹小 人事 勤務時間報告書 令和3年度勤務時間割振表 総務部附属学校課竹早地区事務係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹小 人事 勤務時間報告書 令和3年度週休日振替及び半日勤務の割振変更簿 総務部附属学校課竹早地区事務係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹小 人事 勤務時間報告書 令和3年服務状況調査表 総務部附属学校課竹早地区事務係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹小 人事 勤務時間報告書 令和3年校長出勤日報告書 総務部附属学校課竹早地区事務係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹小 会計 旅行命令簿 令和3年度旅行命令・依頼伺 総務部附属学校課竹早地区事務係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹小 会計 旅行命令簿 令和3年度公務外出申請書 総務部附属学校課竹早地区事務係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹小 教務 入学手続書類に関するもの 令和3年度入学願書 志願者 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 校長兼副校長室 附属竹早小学校長 廃棄

竹小 附属学校 入試結果一覧表 令和3年度入学調査倍率 附属竹早小学校 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 校長兼副校長室 附属竹早小学校長 廃棄

竹小 附属学校 保健日誌 令和3年度学校保健日誌 附属竹早小学校 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 保健室 附属竹早小学校長 廃棄

竹小 教務
健康診断表，相談記録等児童
の健康管理に関するもので重
要なもの

令和3年度健康診断票 附属竹早小学校 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 保健室 附属竹早小学校長 廃棄

竹小 人事 研修に関するもの 令和3年度研修願 総務部附属学校課竹早地区事務係 2021年度 2022年4月1日 3年 2024年末 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹小 附属学校
指導要録（学籍に関する記
録）

令和3年度指導要録 附属竹早小学校 2021年度 2022年4月1日 20年 2041年度末 紙 校長兼副校長室 附属竹早小学校長 廃棄

竹小 附属学校 出席簿 令和3年度児童出席簿 附属竹早小学校 2021年度 2022年4月1日 在学中 2024年度末 紙 校長兼副校長室 附属竹早小学校長 廃棄

竹小 附属学校 教官会議事録 令和3年度教官会議等議事録 附属竹早小学校 2021年度 2022年4月1日 3年 2024年末 紙 校長兼副校長室 附属竹早小学校長 廃棄

竹小 附属学校 学校・教務・日番日誌 学校日誌（令和3年度） 附属竹早小学校 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 校長兼副校長室 附属竹早小学校長 廃棄

竹小 会計
謝金の関係で，5年保存が必
要であるもの

令和3年度諸謝金等にかかる伺書 総務部附属学校課竹早地区事務係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹小 教務
健康診断表，相談記録等児童
の健康管理に関するもので重
要なもの

健康診断関係（令和3年度） 総務部附属学校課竹早地区事務係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹小 人事
共済組合の関係で，5年保存
が必要であるもの

共済組合関係（令和3年度） 総務部附属学校課竹早地区事務係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹小 管理運営
入学式，卒業式，学位記授与
式，その他本学が主催する記
念行事に関するもの

卒業式出席者名簿 附属竹早小学校 2021年度 2022年4月1日 10年 2031年度末 紙 事務室 附属竹早小学校長 廃棄

竹小 管理運営
入学式，卒業式，学位記授与
式，その他本学が主催する記
念行事に関するもの

卒業式次第 附属竹早小学校 2021年度 2022年4月1日 10年 2031年度末 紙 事務室 附属竹早小学校長 廃棄

竹小 管理運営
入学式，卒業式，学位記授与
式，その他本学が主催する記
念行事に関するもの

卒業式実施案内文書 附属竹早小学校 2021年度 2022年4月1日 10年 2031年度末 紙 事務室 附属竹早小学校長 廃棄

竹小 会計 資産台帳 資産台帳 財務部契約課契約第三係 2021年度 2022年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹中 人事 人事記録及び附属書類 平成13年度人事・任用関係 総務部附属学校課竹早地区事務係 2001年度 2002年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹中 会計 資産台帳 資産台帳 財務部契約課契約第三係 2001年度 2002年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹中 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成13年度非常勤出勤簿 附属竹早中学校 2001年度 2002年4月1日 無期限 紙 事務室 附属竹早中学校長 廃棄

竹中 人事 人事記録及び附属書類 平成14年度人事・任用関係 総務部附属学校課竹早地区事務係 2002年度 2003年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹中 会計 資産台帳 資産台帳 財務部契約課契約第三係 2002年度 2003年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹中 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成14年度非常勤出勤簿 附属竹早中学校 2002年度 2003年4月1日 無期限 紙 事務室 附属竹早中学校長 廃棄

竹中 人事 人事記録及び附属書類 平成15年度人事・任用関係 総務部附属学校課竹早地区事務係 2003年度 2004年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹中 会計 資産台帳 資産台帳 財務部契約課契約第三係 2003年度 2004年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹中 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成15年度非常勤出勤簿 附属竹早中学校 2003年度 2004年4月1日 無期限 紙 事務室 附属竹早中学校長 廃棄

竹中 人事 人事記録及び附属書類 平成16年度人事・任用関係 総務部附属学校課竹早地区事務係 2004年度 2005年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹中 会計 資産台帳 資産台帳 財務部契約課契約第三係 2004年度 2005年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹中 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成16年度非常勤職員出勤簿 総務部附属学校課竹早地区事務係 2004年度 2005年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹中 人事 人事記録及び附属書類 平成17年度人事・任用関係 総務部附属学校課竹早地区事務係 2005年度 2006年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄
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竹中 会計 資産台帳 資産台帳 財務部契約課契約第三係 2005年度 2006年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹中 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成17年度非常勤職員出勤簿 総務部附属学校課竹早地区事務係 2005年度 2006年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹中 会計
指導要録（学籍に関する記
録）

平成17年度指導要録 附属竹早中学校 2005年度 2006年4月1日 20年 2025年度末 紙 職員室 附属竹早中学校長 廃棄

竹中 人事 人事記録及び附属書類 平成18年度人事・任用関係 総務部附属学校課竹早地区事務係 2006年度 2007年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹中 会計 資産台帳 資産台帳 財務部契約課契約第三係 2006年度 2007年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹中 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成1８年度非常勤職員出勤簿 総務部附属学校課竹早地区事務係 2006年度 2007年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹中 附属学校
指導要録（学籍に関する記
録）

平成18年度指導要録 附属竹早中学校 2006年度 2007年4月1日 20年 2026年度末 紙 職員室 附属竹早中学校長 廃棄

竹中 人事 人事記録及び附属書類 平成19年度人事・任用関係 総務部附属学校課竹早地区事務係 2007年度 2008年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹中 会計 資産台帳 資産台帳 財務部契約課契約第三係 2007年度 2008年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹中 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成19年度出勤簿（非常勤職員） 総務部附属学校課竹早地区事務係 2007年度 2008年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹中 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成19年度出勤簿（非常勤講師） 総務部附属学校課竹早地区事務係 2007年度 2008年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹中 附属学校
指導要録（学籍に関する記
録）

平成19年度指導要録 附属竹早中学校 2007年度 2008年4月1日 20年 2027年度末 紙 職員室 附属竹早中学校長 廃棄

竹中 人事 人事記録及び附属書類 平成20年度人事・任用関係 総務部附属学校課竹早地区事務係 2008年度 2009年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹中 会計 資産台帳 資産台帳 財務部契約課契約第三係 2008年度 2009年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹中 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成20年度出勤簿（非常勤職員） 総務部附属学校課竹早地区事務係 2008年度 2009年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹中 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成20年度出勤簿（非常勤講師） 総務部附属学校課竹早地区事務係 2008年度 2009年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹中 附属学校
指導要録（学籍に関する記
録）

平成20年度指導要録 附属竹早中学校 2008年度 2009年4月1日 20年 2028年度末 紙 職員室 附属竹早中学校長 廃棄

竹中 人事 人事記録及び附属書類 平成21年度人事・任用関係 総務部附属学校課竹早地区事務係 2009年度 2010年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹中 会計 資産台帳 資産台帳 財務部契約課契約第三係 2009年度 2010年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹中 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成21年度出勤簿（非常勤職員） 総務部附属学校課竹早地区事務係 2009年度 2010年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹中 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成21年度出勤簿（非常勤講師） 総務部附属学校課竹早地区事務係 2009年度 2010年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹中 附属学校
指導要録（学籍に関する記
録）

平成21年度指導要録 附属竹早中学校 2009年度 2010年4月1日 20年 2029年度末 紙 職員室 附属竹早中学校長 廃棄

竹中 人事 人事記録及び附属書類 平成22年度人事・任用関係 総務部附属学校課竹早地区事務係 2010年度 2011年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹中 会計 資産台帳 資産台帳 財務部契約課契約第三係 2010年度 2011年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹中 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成22年度出勤簿（非常勤職員） 総務部附属学校課竹早地区事務係 2010年度 2011年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹中 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成22年度出勤簿（非常勤講師） 総務部附属学校課竹早地区事務係 2010年度 2011年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹中 附属学校
指導要録（学籍に関する記
録）

平成22年度指導要録 附属竹早中学校 2010年度 2011年4月1日 20年 2030年度末 紙 職員室 附属竹早中学校長 廃棄

竹中 人事 人事記録及び附属書類 平成23年度人事・任用関係 総務部附属学校課竹早地区事務係 2011年度 2012年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹中 会計 資産台帳 資産台帳 財務部契約課契約第三係 2011年度 2012年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹中 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成23年度出勤簿（非常勤職員） 総務部附属学校課竹早地区事務係 2011年度 2012年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹中 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成23年度出勤簿（非常勤講師） 総務部附属学校課竹早地区事務係 2011年度 2012年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹中 附属学校
指導要録（学籍に関する記
録）

平成23年度指導要録 附属竹早中学校 2011年度 2012年4月1日 20年 2031年度末 紙 職員室 附属竹早中学校長 廃棄

竹中 人事 人事記録及び附属書類 平成24年度人事・任用関係 総務部附属学校課竹早地区事務係 2012年度 2013年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹中 会計 資産台帳 資産台帳 財務部契約課契約第三係 2012年度 2013年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹中 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成24年度出勤簿（非常勤職員） 総務部附属学校課竹早地区事務係 2012年度 2013年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹中 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成24年度出勤簿（非常勤講師） 総務部附属学校課竹早地区事務係 2012年度 2013年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹中 管理運営
入学式，卒業式，学位記授与
式，その他本学が主催する記
念行事に関するもの

入学式次第 附属竹早中学校 2012年度 2013年4月1日 10年 2022年度末 紙 事務室 附属竹早中学校長 廃棄

竹中 管理運営
入学式，卒業式，学位記授与
式，その他本学が主催する記
念行事に関するもの

卒業式次第 附属竹早中学校 2012年度 2013年4月1日 10年 2022年度末 紙 職員室 附属竹早中学校長 廃棄

竹中 附属学校
指導要録（学籍に関する記
録）

平成24年度指導要録 附属竹早中学校 2012年度 2013年4月1日 20年 2032年度末 紙 職員室 附属竹早中学校長 廃棄

竹中 人事 人事記録及び附属書類 平成25年度人事・任用関係 総務部附属学校課竹早地区事務係 2013年度 2014年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹中 会計 資産台帳 資産台帳 財務部契約課契約第三係 2013年度 2014年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹中 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成25年度出勤簿（非常勤職員） 総務部附属学校課竹早地区事務係 2013年度 2014年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹中 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成25年度出勤簿（非常勤講師） 総務部附属学校課竹早地区事務係 2013年度 2014年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹中 管理運営
入学式，卒業式，学位記授与
式，その他本学が主催する記
念行事に関するもの

入学式出席者名簿 附属竹早中学校 2013年度 2014年4月1日 10年 2023年度末
電子:共有サー
バー内

事務室 附属竹早中学校長 廃棄

竹中 管理運営
入学式，卒業式，学位記授与
式，その他本学が主催する記
念行事に関するもの

入学式次第 附属竹早中学校 2013年度 2014年4月1日 10年 2023年度末 紙 事務室 附属竹早中学校長 廃棄

竹中 管理運営
入学式，卒業式，学位記授与
式，その他本学が主催する記
念行事に関するもの

入学式実施案内文書 附属竹早中学校 2013年度 2014年4月1日 10年 2023年度末
電子:共有サー
バー内

事務室 附属竹早中学校長 廃棄

竹中 管理運営
入学式，卒業式，学位記授与
式，その他本学が主催する記
念行事に関するもの

卒業式出席者名簿 附属竹早中学校 2013年度 2014年4月1日 10年 2023年度末
電子:共有サー
バー内

職員室 附属竹早中学校長 廃棄

竹中 管理運営
入学式，卒業式，学位記授与
式，その他本学が主催する記
念行事に関するもの

卒業式次第 附属竹早中学校 2013年度 2014年4月1日 10年 2023年度末 紙 職員室 附属竹早中学校長 廃棄

竹中 管理運営
入学式，卒業式，学位記授与
式，その他本学が主催する記
念行事に関するもの

卒業式実施案内文書 附属竹早中学校 2013年度 2014年4月1日 10年 2023年度末
電子:共有サー
バー内

職員室 附属竹早中学校長 廃棄

竹中 附属学校
指導要録（学籍に関する記
録）

平成25年度指導要録 附属竹早中学校 2013年度 2014年4月1日 20年 2033年度末 紙 職員室 附属竹早中学校長 廃棄

竹中 人事 人事記録及び附属書類 平成26年度人事・任用関係 総務部附属学校課竹早地区事務係 2014年度 2015年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹中 会計 資産台帳 資産台帳 財務部契約課契約第三係 2014年度 2015年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹中 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成26年度出勤簿（非常勤職員） 総務部附属学校課竹早地区事務係 2014年度 2015年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹中 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成26年度出勤簿（非常勤講師） 総務部附属学校課竹早地区事務係 2014年度 2015年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹中 管理運営
入学式，卒業式，学位記授与
式，その他本学が主催する記
念行事に関するもの

入学式出席者名簿 附属竹早中学校 2014年度 2015年4月1日 10年 2024年度末
電子:共有サー
バー内

事務室 附属竹早中学校長 廃棄

竹中 管理運営
入学式，卒業式，学位記授与
式，その他本学が主催する記
念行事に関するもの

入学式次第 附属竹早中学校 2014年度 2015年4月1日 10年 2024年度末 紙 事務室 附属竹早中学校長 廃棄

竹中 管理運営
入学式，卒業式，学位記授与
式，その他本学が主催する記
念行事に関するもの

入学式実施案内文書 附属竹早中学校 2014年度 2015年4月1日 10年 2024年度末
電子:共有サー
バー内

事務室 附属竹早中学校長 廃棄

竹中 管理運営
入学式，卒業式，学位記授与
式，その他本学が主催する記
念行事に関するもの

卒業式出席者名簿 附属竹早中学校 2014年度 2015年4月1日 10年 2024年度末
電子:共有サー
バー内

職員室 附属竹早中学校長 廃棄

竹中 管理運営
入学式，卒業式，学位記授与
式，その他本学が主催する記
念行事に関するもの

卒業式次第 附属竹早中学校 2014年度 2015年4月1日 10年 2024年度末 紙 職員室 附属竹早中学校長 廃棄

竹中 管理運営
入学式，卒業式，学位記授与
式，その他本学が主催する記
念行事に関するもの

卒業式実施案内文書 附属竹早中学校 2014年度 2015年4月1日 10年 2024年度末
電子:共有サー
バー内

職員室 附属竹早中学校長 廃棄

竹中 附属学校
指導要録（学籍に関する記
録）

平成26年度指導要録 附属竹早中学校 2014年度 2015年4月1日 20年 2034年度末 紙 職員室 附属竹早中学校長 廃棄
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竹中 人事 人事記録及び附属書類 平成27年度人事・任用関係 総務部附属学校課竹早地区事務係 2015年度 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹中 会計 資産台帳 資産台帳 財務部契約課契約第三係 2015年度 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹中 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成27年度出勤簿（非常勤職員） 総務部附属学校課竹早地区事務係 2015年度 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹中 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成27年度出勤簿（非常勤講師） 総務部附属学校課竹早地区事務係 2015年度 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹中 管理運営
入学式，卒業式，学位記授与
式，その他本学が主催する記
念行事に関するもの

入学式出席者名簿 附属竹早中学校 2015年度 2016年4月1日 10年 2025年度末
電子:共有サー
バー内

事務室 附属竹早中学校長 廃棄

竹中 管理運営
入学式，卒業式，学位記授与
式，その他本学が主催する記
念行事に関するもの

入学式次第 附属竹早中学校 2015年度 2016年4月1日 10年 2025年度末 紙 事務室 附属竹早中学校長 廃棄

竹中 管理運営
入学式，卒業式，学位記授与
式，その他本学が主催する記
念行事に関するもの

入学式実施案内文書 附属竹早中学校 2015年度 2016年4月1日 10年 2025年度末
電子:共有サー
バー内

事務室 附属竹早中学校長 廃棄

竹中 管理運営
入学式，卒業式，学位記授与
式，その他本学が主催する記
念行事に関するもの

卒業式出席者名簿 附属竹早中学校 2015年度 2016年4月1日 10年 2025年度末
電子:共有サー
バー内

職員室 附属竹早中学校長 廃棄

竹中 管理運営
入学式，卒業式，学位記授与
式，その他本学が主催する記
念行事に関するもの

卒業式次第 附属竹早中学校 2015年度 2016年4月1日 10年 2025年度末 紙 職員室 附属竹早中学校長 廃棄

竹中 管理運営
入学式，卒業式，学位記授与
式，その他本学が主催する記
念行事に関するもの

卒業式実施案内文書 附属竹早中学校 2015年度 2016年4月1日 10年 2025年度末
電子:共有サー
バー内

職員室 附属竹早中学校長 廃棄

竹中 附属学校
指導要録（学籍に関する記
録）

平成27年度指導要録 附属竹早中学校 2015年度 2016年4月1日 20年 2035年度末 紙 職員室 附属竹早中学校長 廃棄

竹中 人事 人事記録及び附属書類 平成28年度人事・任用関係 総務部附属学校課竹早地区事務係 2016年度 2017年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹中 会計 資産台帳 資産台帳 財務部契約課契約第三係 2016年度 2017年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹中 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成28年度出勤簿（非常勤職員） 総務部附属学校課竹早地区事務係 2016年度 2017年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹中 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成28年度出勤簿（非常勤講師） 総務部附属学校課竹早地区事務係 2016年度 2017年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹中 管理運営
入学式，卒業式，学位記授与
式，その他本学が主催する記
念行事に関するもの

入学式出席者名簿 附属竹早中学校 2016年度 2017年4月1日 10年 2026年度末
電子:共有サー
バー内

事務室 附属竹早中学校長 廃棄

竹中 管理運営
入学式，卒業式，学位記授与
式，その他本学が主催する記
念行事に関するもの

入学式次第 附属竹早中学校 2016年度 2017年4月1日 10年 2026年度末 紙 事務室 附属竹早中学校長 廃棄

竹中 管理運営
入学式，卒業式，学位記授与
式，その他本学が主催する記
念行事に関するもの

入学式実施案内文書 附属竹早中学校 2016年度 2017年4月1日 10年 2026年度末
電子:共有サー
バー内

事務室 附属竹早中学校長 廃棄

竹中 管理運営
入学式，卒業式，学位記授与
式，その他本学が主催する記
念行事に関するもの

卒業式出席者名簿 附属竹早中学校 2016年度 2017年4月1日 10年 2026年度末
電子:共有サー
バー内

職員室 附属竹早中学校長 廃棄

竹中 管理運営
入学式，卒業式，学位記授与
式，その他本学が主催する記
念行事に関するもの

卒業式次第 附属竹早中学校 2016年度 2017年4月1日 10年 2026年度末 紙 職員室 附属竹早中学校長 廃棄

竹中 管理運営
入学式，卒業式，学位記授与
式，その他本学が主催する記
念行事に関するもの

卒業式実施案内文書 附属竹早中学校 2016年度 2017年4月1日 10年 2026年度末
電子:共有サー
バー内

職員室 附属竹早中学校長 廃棄

竹中 附属学校
指導要録（学籍に関する記
録）

平成28年度指導要録 附属竹早中学校 2016年度 2017年4月1日 20年 2036年度末 紙 職員室 附属竹早中学校長 廃棄

竹中 人事 人事記録及び附属書類 平成29年度人事・任用関係 総務部附属学校課竹早地区事務係 2017年度 2018年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹中 会計 旅行命令簿 平成29年度公務外出申請書 総務部附属学校課竹早地区事務係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹中 会計 旅行命令簿 平成29年度旅行命令・依頼伺 総務部附属学校課竹早地区事務係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹中 会計
謝金の関係で，5年保存が必
要であるもの

平成29年度諸謝金等にかかる伺書 総務部附属学校課竹早地区事務係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹中 会計 資産台帳 資産台帳 財務部契約課契約第三係 2017年度 2018年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹中 人事 勤務時間記録簿 平成29年度勤務時間記録簿（常勤) 総務部附属学校課竹早地区事務係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹中 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成29年度出勤簿（非常勤職員） 総務部附属学校課竹早地区事務係 2017年度 2018年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹中 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成29年度出勤簿（非常勤講師） 総務部附属学校課竹早地区事務係 2017年度 2018年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹中 人事 勤務時間報告書 平成29年度特殊勤務手当整理簿 総務部附属学校課竹早地区事務係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹中 人事 勤務時間報告書 平成29年度勤務日及び勤務時間表 総務部附属学校課竹早地区事務係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹中 人事 勤務時間報告書 平成29年度週休日の振替及び半日勤務時間の割振変更簿 総務部附属学校課竹早地区事務係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹中 附属学校 日直・学級日誌 平成29年度学級日誌 附属竹早中学校 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 職員室 附属竹早中学校長 廃棄

竹中 附属学校 時間割 平成29年度時間割 附属竹早中学校 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末
電子:共有サー
バー内

職員室 附属竹早中学校長 廃棄

竹中 附属学校 日課表 平成29年度日課表 附属竹早中学校 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末
電子:共有サー
バー内

職員室 附属竹早中学校長 廃棄

竹中 附属学校
教科担任・学級担任一覧・校
務分掌表

平成29年度校務分掌表 附属竹早中学校 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末
電子:共有サー
バー内

職員室 附属竹早中学校長 廃棄

竹中 附属学校
教科書採択・無償給与関係文
書

平成29年度教科書採択・無償給与関係文書 附属竹早中学校 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 附属竹早中学校長 廃棄

竹中 附属学校
指導要録（指導に関する記
録）

平成29年度指導要録 附属竹早中学校 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 職員室 附属竹早中学校長 廃棄

竹中 附属学校 入学者台帳 平成29年度入学者名簿 附属竹早中学校 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末
電子:共有サー
バー内

職員室 附属竹早中学校長 廃棄

竹中 附属学校 成績証明書 成績証明書 附属竹早中学校 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 職員室 附属竹早中学校長 廃棄

竹中 附属学校 入試（発育調査）問題 平成29年度入学者選抜試験問題 附属竹早中学校 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 職員室 附属竹早中学校長 廃棄

竹中 附属学校 研究会資料 平成29年度研究会資料 附属竹早中学校 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 職員室 附属竹早中学校長 廃棄

竹中 附属学校 研究会記録 平成29年度研究会記録 附属竹早中学校 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 職員室 附属竹早中学校長 廃棄

竹中 附属学校 研究発表会開催資料 平成29年度公開研究発表会開催資料 附属竹早中学校 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 職員室 附属竹早中学校長 廃棄

竹中 附属学校 保健日誌 平成29年度保健日誌 附属竹早中学校 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 保健室 附属竹早中学校長 廃棄

竹中 附属学校
学校医（歯科医・薬剤師）執務
記録

平成29年度学校医（歯科医・薬剤師）執務記録 附属竹早中学校 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 保健室 附属竹早中学校長 廃棄

竹中 附属学校
日本スポーツ振興センター関
係文書

平成29年度日本スポーツ振興センター関係文書 附属竹早中学校 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 保健室 附属竹早中学校長 廃棄

竹中 附属学校 プール日誌・プールの記録 平成29年度プール日誌 附属竹早中学校 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 保健体育準備室 附属竹早中学校長 廃棄

竹中 教務
健康診断表，相談記録等生徒
の健康管理に関するもので重
要なもの

平成29年度健康診断票 附属竹早中学校 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 保健室 附属竹早中学校長 廃棄

竹中 管理運営
入学式，卒業式，学位記授与
式，その他本学が主催する記
念行事に関するもの

入学式出席者名簿 附属竹早中学校 2017年度 2018年4月1日 10年 2027年度末
電子:共有サー
バー内

事務室 附属竹早中学校長 廃棄

竹中 管理運営
入学式，卒業式，学位記授与
式，その他本学が主催する記
念行事に関するもの

入学式次第 附属竹早中学校 2017年度 2018年4月1日 10年 2027年度末 紙 事務室 附属竹早中学校長 廃棄

竹中 管理運営
入学式，卒業式，学位記授与
式，その他本学が主催する記
念行事に関するもの

入学式実施案内文書 附属竹早中学校 2017年度 2018年4月1日 10年 2027年度末
電子:共有サー
バー内

事務室 附属竹早中学校長 廃棄

竹中 管理運営
入学式，卒業式，学位記授与
式，その他本学が主催する記
念行事に関するもの

卒業式出席者名簿 附属竹早中学校 2017年度 2018年4月1日 10年 2027年度末
電子:共有サー
バー内

職員室 附属竹早中学校長 廃棄

竹中 管理運営
入学式，卒業式，学位記授与
式，その他本学が主催する記
念行事に関するもの

卒業式次第 附属竹早中学校 2017年度 2018年4月1日 10年 2027年度末 紙 職員室 附属竹早中学校長 廃棄

竹中 管理運営
入学式，卒業式，学位記授与
式，その他本学が主催する記
念行事に関するもの

卒業式実施案内文書 附属竹早中学校 2017年度 2018年4月1日 10年 2027年度末
電子:共有サー
バー内

職員室 附属竹早中学校長 廃棄

竹中 附属学校
指導要録（学籍に関する記
録）

平成29年度指導要録 附属竹早中学校 2017年度 2018年4月1日 20年 2037年度末 紙 職員室 附属竹早中学校長 廃棄

竹中 人事 人事記録及び附属書類 平成30年度人事・任用関係 総務部附属学校課竹早地区事務係 2018年度 2020年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹中 会計 旅行命令簿 平成30年度公務外出申請書 総務部附属学校課竹早地区事務係 2018年度 2020年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹中 会計 旅行命令簿 平成30年度旅行命令・依頼伺 総務部附属学校課竹早地区事務係 2018年度 2020年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹中 会計
謝金の関係で，5年保存が必
要であるもの

平成30年度諸謝金等にかかる伺書 総務部附属学校課竹早地区事務係 2018年度 2020年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄
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竹中 会計 資産台帳 資産台帳 財務部契約課契約第三係 2018年度 2020年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹中 人事 勤務時間記録簿 平成30年度勤務時間記録簿（常勤) 総務部附属学校課竹早地区事務係 2018年度 2020年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹中 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成30年度出勤簿（非常勤職員） 総務部附属学校課竹早地区事務係 2018年度 2020年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹中 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成30年度出勤簿（非常勤講師） 総務部附属学校課竹早地区事務係 2018年度 2020年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹中 人事
休暇簿等の給与簿に関するも
の

平成31年休暇簿（年次休暇) 総務部附属学校課竹早地区事務係 2019年 2020年1月1日 3年 2022年末 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹中 人事
休暇簿等の給与簿に関するも
の

平成31年休暇簿（病気・特別休暇) 総務部附属学校課竹早地区事務係 2019年 2020年1月1日 3年 2022年末 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹中 人事 勤務時間報告書 平成30年度特殊勤務手当整理簿 総務部附属学校課竹早地区事務係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹中 人事 勤務時間報告書 平成30年度勤務日及び勤務時間表 総務部附属学校課竹早地区事務係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹中 人事 勤務時間報告書 平成30年度週休日の振替及び半日勤務時間の割振変更簿 総務部附属学校課竹早地区事務係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹中 附属学校 日直・学級日誌 平成30年度学級日誌 附属竹早中学校 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 職員室 附属竹早中学校長 廃棄

竹中 附属学校 時間割 平成30年度時間割 附属竹早中学校 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末
電子:共有サー
バー内

職員室 附属竹早中学校長 廃棄

竹中 附属学校 日課表 平成30年度日課表 附属竹早中学校 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末
電子:共有サー
バー内

職員室 附属竹早中学校長 廃棄

竹中 附属学校
教科担任・学級担任一覧・校
務分掌表

平成30年度校務分掌表 附属竹早中学校 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末
電子:共有サー
バー内

職員室 附属竹早中学校長 廃棄

竹中 附属学校
教科書採択・無償給与関係文
書

平成30年度教科書採択・無償給与関係文書 附属竹早中学校 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 附属竹早中学校長 廃棄

竹中 附属学校
指導要録（指導に関する記
録）

平成30年度指導要録 附属竹早中学校 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 職員室 附属竹早中学校長 廃棄

竹中 附属学校 入学者台帳 平成30年度入学者名簿 附属竹早中学校 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末
電子:共有サー
バー内

職員室 附属竹早中学校長 廃棄

竹中 附属学校 成績証明書 成績証明書 附属竹早中学校 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 職員室 附属竹早中学校長 廃棄

竹中 附属学校 入試（発育調査）問題 平成30年度入学者選抜試験問題 附属竹早中学校 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 職員室 附属竹早中学校長 廃棄

竹中 附属学校 研究会資料 平成30年度研究会資料 附属竹早中学校 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 職員室 附属竹早中学校長 廃棄

竹中 附属学校 研究会記録 平成30年度研究会記録 附属竹早中学校 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 職員室 附属竹早中学校長 廃棄

竹中 附属学校 研究発表会開催資料 平成30年度公開研究発表会開催資料 附属竹早中学校 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 職員室 附属竹早中学校長 廃棄

竹中 附属学校 保健日誌 平成30年度保健日誌 附属竹早中学校 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 保健室 附属竹早中学校長 廃棄

竹中 附属学校
学校医（歯科医・薬剤師）執務
記録

平成30年度学校医（歯科医・薬剤師）執務記録 附属竹早中学校 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 保健室 附属竹早中学校長 廃棄

竹中 附属学校
日本スポーツ振興センター関
係文書

平成30年度日本スポーツ振興センター関係文書 附属竹早中学校 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 保健室 附属竹早中学校長 廃棄

竹中 附属学校 プール日誌・プールの記録 平成30年度プール日誌 附属竹早中学校 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 保健体育準備室 附属竹早中学校長 廃棄

竹中 教務
健康診断表，相談記録等生徒
の健康管理に関するもので重
要なもの

平成30年度健康診断票 附属竹早中学校 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 保健室 附属竹早中学校長 廃棄

竹中 管理運営
入学式，卒業式，学位記授与
式，その他本学が主催する記
念行事に関するもの

入学式出席者名簿 附属竹早中学校 2018年度 2019年4月1日 10年 2028年度末
電子:共有サー
バー内

事務室 附属竹早中学校長 廃棄

竹中 管理運営
入学式，卒業式，学位記授与
式，その他本学が主催する記
念行事に関するもの

入学式次第 附属竹早中学校 2018年度 2019年4月1日 10年 2028年度末 紙 事務室 附属竹早中学校長 廃棄

竹中 管理運営
入学式，卒業式，学位記授与
式，その他本学が主催する記
念行事に関するもの

入学式実施案内文書 附属竹早中学校 2018年度 2019年4月1日 10年 2028年度末
電子:共有サー
バー内

事務室 附属竹早中学校長 廃棄

竹中 管理運営
入学式，卒業式，学位記授与
式，その他本学が主催する記
念行事に関するもの

卒業式出席者名簿 附属竹早中学校 2018年度 2019年4月1日 10年 2028年度末
電子:共有サー
バー内

職員室 附属竹早中学校長 廃棄

竹中 管理運営
入学式，卒業式，学位記授与
式，その他本学が主催する記
念行事に関するもの

卒業式次第 附属竹早中学校 2018年度 2019年4月1日 10年 2028年度末 紙 職員室 附属竹早中学校長 廃棄

竹中 管理運営
入学式，卒業式，学位記授与
式，その他本学が主催する記
念行事に関するもの

卒業式実施案内文書 附属竹早中学校 2018年度 2019年4月1日 10年 2028年度末
電子:共有サー
バー内

職員室 附属竹早中学校長 廃棄

竹中 附属学校
指導要録（学籍に関する記
録）

平成30年度指導要録 附属竹早中学校 2018年度 2019年4月1日 20年 2038年度末 紙 職員室 附属竹早中学校長 廃棄

竹中 人事 人事記録及び附属書類 平成31年度人事・任用関係 総務部附属学校課竹早地区事務係 2019年度 2020年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹中 人事 研修に関するもの 平成31年度研修願 総務部附属学校課竹早地区事務係 2019年度 2020年4月1日 3年 2022年度末 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹中 会計 旅行命令簿 平成31年度公務外出申請書 総務部附属学校課竹早地区事務係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹中 会計 旅行命令簿 平成31年度旅行命令・依頼伺 総務部附属学校課竹早地区事務係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹中 会計
謝金の関係で，5年保存が必
要であるもの

平成31年度諸謝金等にかかる伺書 総務部附属学校課竹早地区事務係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹中 会計 資産台帳 資産台帳 財務部契約課契約第三係 2019年度 2020年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹中 人事 勤務時間記録簿 平成31年度勤務時間記録簿（常勤) 総務部附属学校課竹早地区事務係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹中 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成31年度出勤簿（非常勤職員） 総務部附属学校課竹早地区事務係 2019年度 2020年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹中 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成31年度出勤簿（非常勤講師） 総務部附属学校課竹早地区事務係 2019年度 2020年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹中 人事
休暇簿等の給与簿に関するも
の

令和元年休暇簿（年次休暇) 総務部附属学校課竹早地区事務係 2019年 2020年1月1日 3年 2022年末 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹中 人事
休暇簿等の給与簿に関するも
の

令和元年休暇簿（病気・特別休暇) 総務部附属学校課竹早地区事務係 2019年 2020年1月1日 3年 2022年末 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹中 人事 勤務時間報告書 平成31年度特殊勤務手当整理簿 総務部附属学校課竹早地区事務係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹中 人事 勤務時間報告書 平成31年度勤務日及び勤務時間表 総務部附属学校課竹早地区事務係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹中 人事 勤務時間報告書 平成31年度週休日の振替及び半日勤務時間の割振変更簿 総務部附属学校課竹早地区事務係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹中 附属学校 日直・学級日誌 平成31年度学級日誌 附属竹早中学校 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 職員室 附属竹早中学校長 廃棄

竹中 附属学校 時間割 平成31年度時間割 附属竹早中学校 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末
電子:共有サー
バー内

職員室 附属竹早中学校長 廃棄

竹中 附属学校 日課表 平成31年度日課表 附属竹早中学校 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末
電子:共有サー
バー内

職員室 附属竹早中学校長 廃棄

竹中 附属学校
教科担任・学級担任一覧・校
務分掌表

平成31年度校務分掌表 附属竹早中学校 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末
電子:共有サー
バー内

職員室 附属竹早中学校長 廃棄

竹中 附属学校
教科書採択・無償給与関係文
書

平成31年度教科書採択・無償給与関係文書 附属竹早中学校 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 附属竹早中学校長 廃棄

竹中 附属学校
指導要録（指導に関する記
録）

平成31年度指導要録 附属竹早中学校 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 職員室 附属竹早中学校長 廃棄

竹中 附属学校 入学者台帳 平成31年度入学者名簿 附属竹早中学校 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末
電子:共有サー
バー内

職員室 附属竹早中学校長 廃棄

竹中 附属学校 成績証明書 成績証明書 附属竹早中学校 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 職員室 附属竹早中学校長 廃棄

竹中 附属学校 入試（発育調査）問題 平成31年度入学者選抜試験問題 附属竹早中学校 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 職員室 附属竹早中学校長 廃棄

竹中 附属学校 研究会資料 平成31年度研究会資料 附属竹早中学校 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 職員室 附属竹早中学校長 廃棄

竹中 附属学校 研究会記録 平成31年度研究会記録 附属竹早中学校 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 職員室 附属竹早中学校長 廃棄

竹中 附属学校 研究発表会開催資料 平成31年度公開研究発表会開催資料 附属竹早中学校 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 職員室 附属竹早中学校長 廃棄

竹中 附属学校 保健日誌 平成31年度保健日誌 附属竹早中学校 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 保健室 附属竹早中学校長 廃棄

竹中 附属学校
学校医（歯科医・薬剤師）執務
記録

平成31年度学校医（歯科医・薬剤師）執務記録 附属竹早中学校 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 保健室 附属竹早中学校長 廃棄
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備考

竹中 附属学校
日本スポーツ振興センター関
係文書

平成31年度日本スポーツ振興センター関係文書 附属竹早中学校 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 保健室 附属竹早中学校長 廃棄

竹中 附属学校 プール日誌・プールの記録 平成31年度プール日誌 附属竹早中学校 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 保健体育準備室 附属竹早中学校長 廃棄

竹中 附属学校 教官会議事録 平成31年度職員会議事録 附属竹早中学校 2019年度 2020年4月1日 3年 2022年度末 紙 職員室 附属竹早中学校長 廃棄

竹中 附属学校 年間指導計画 平成31年度年間指導計画 附属竹早中学校 2019年度 2020年4月1日 3年 2022年度末
電子:共有サー
バー内

職員室 附属竹早中学校長 廃棄

竹中 附属学校 成績一覧表 平成31年度成績一覧表 附属竹早中学校 2019年度 2020年4月1日 3年 2022年度末 紙 職員室 附属竹早中学校長 廃棄

竹中 附属学校 学校通信・学年通信 平成31年度各学年通信 附属竹早中学校 2019年度 2020年4月1日 3年 2022年度末
電子:共有サー
バー内

職員室 附属竹早中学校長 廃棄

竹中 附属学校 入試結果一覧表 平成31年度入試結果一覧表 附属竹早中学校 2019年度 2020年4月1日 3年 2022年度末
電子:共有サー
バー内

職員室 附属竹早中学校長 廃棄

竹中 附属学校 入試説明会資料 平成31年度学校説明会資料 附属竹早中学校 2019年度 2020年4月1日 3年 2022年度末
電子:共有サー
バー内

職員室 附属竹早中学校長 廃棄

竹中 附属学校 卒業生進路先一覧 平成31年度卒業生進路先一覧 附属竹早中学校 2019年度 2020年4月1日 3年 2022年度末
電子:共有サー
バー内

職員室 附属竹早中学校長 廃棄

竹中 附属学校 進路指導資料 平成31年度進路指導資料 附属竹早中学校 2019年度 2020年4月1日 3年 2022年度末
電子:共有サー
バー内

職員室 附属竹早中学校長 廃棄

竹中 教務
健康診断表，相談記録等生徒
の健康管理に関するもので重
要なもの

平成31年度健康診断票 附属竹早中学校 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 保健室 附属竹早中学校長 廃棄

竹中 附属学校 年間指導計画 年間行事予定表 附属竹早中学校 2019年度 2020年4月1日 3年 2022年度末
電子:共有サー
バー内

職員室 附属竹早中学校長 廃棄

竹中 管理運営
入学式，卒業式，学位記授与
式，その他本学が主催する記
念行事に関するもの

入学式出席者名簿 附属竹早中学校 2019年度 2020年4月1日 10年 2029年度末
電子:共有サー
バー内

事務室 附属竹早中学校長 廃棄

竹中 管理運営
入学式，卒業式，学位記授与
式，その他本学が主催する記
念行事に関するもの

入学式次第 附属竹早中学校 2019年度 2020年4月1日 10年 2029年度末 紙 事務室 附属竹早中学校長 廃棄

竹中 管理運営
入学式，卒業式，学位記授与
式，その他本学が主催する記
念行事に関するもの

入学式実施案内文書 附属竹早中学校 2019年度 2020年4月1日 10年 2029年度末
電子:共有サー
バー内

事務室 附属竹早中学校長 廃棄

竹中 管理運営
入学式，卒業式，学位記授与
式，その他本学が主催する記
念行事に関するもの

卒業式出席者名簿 附属竹早中学校 2019年度 2020年4月1日 10年 2029年度末
電子:共有サー
バー内

職員室 附属竹早中学校長 廃棄

竹中 管理運営
入学式，卒業式，学位記授与
式，その他本学が主催する記
念行事に関するもの

卒業式次第 附属竹早中学校 2019年度 2020年4月1日 10年 2029年度末 紙 職員室 附属竹早中学校長 廃棄

竹中 管理運営
入学式，卒業式，学位記授与
式，その他本学が主催する記
念行事に関するもの

卒業式実施案内文書 附属竹早中学校 2019年度 2020年4月1日 10年 2029年度末
電子:共有サー
バー内

職員室 附属竹早中学校長 廃棄

竹中 附属学校
指導要録（学籍に関する記
録）

平成31年度指導要録 附属竹早中学校 2019年度 2020年4月1日 20年 2039年度末 紙 職員室 附属竹早中学校長 廃棄

竹中 人事 人事記録及び附属書類 令和2年度人事・任用関係 総務部附属学校課竹早地区事務係 2020年度 2021年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹中 人事 研修に関するもの 令和2年度研修願 総務部附属学校課竹早地区事務係 2020年度 2021年4月1日 3年 2023年度末 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹中 会計 旅行命令簿 令和2年度公務外出申請書 総務部附属学校課竹早地区事務係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹中 会計 旅行命令簿 令和2年度旅行命令・依頼伺 総務部附属学校課竹早地区事務係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹中 会計
謝金の関係で，5年保存が必
要であるもの

令和2年度諸謝金等にかかる伺書 総務部附属学校課竹早地区事務係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹中 会計 資産台帳 資産台帳 財務部契約課契約第三係 2020年度 2021年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹中 人事 勤務時間記録簿 令和2年度勤務時間記録簿（常勤) 総務部附属学校課竹早地区事務係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹中 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

令和2年度出勤簿（非常勤職員） 総務部附属学校課竹早地区事務係 2020年度 2021年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹中 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

令和2年度出勤簿（非常勤講師） 総務部附属学校課竹早地区事務係 2020年度 2021年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹中 人事
休暇簿等の給与簿に関するも
の

令和2年休暇簿（年次休暇) 総務部附属学校課竹早地区事務係 2020年度 2021年4月1日 3年 2023年度末 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹中 人事
休暇簿等の給与簿に関するも
の

令和2年休暇簿（病気・特別休暇) 総務部附属学校課竹早地区事務係 2020年度 2021年4月1日 3年 2023年度末 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹中 人事 勤務時間報告書 令和2年度特殊勤務手当整理簿 総務部附属学校課竹早地区事務係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹中 人事 勤務時間報告書 令和2年度勤務日及び勤務時間表 総務部附属学校課竹早地区事務係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹中 人事 勤務時間報告書 令和2年度週休日の振替及び半日勤務時間の割振変更簿 総務部附属学校課竹早地区事務係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹中 附属学校 出席簿 令和2年度生徒出席簿 附属竹早中学校 2020年度 2021年4月1日 在学中 2022年度末 紙 職員室 附属竹早中学校長 廃棄

竹中 附属学校 日直・学級日誌 令和2年度学級日誌 附属竹早中学校 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 職員室 附属竹早中学校長 廃棄

竹中 附属学校 時間割 令和2年度時間割 附属竹早中学校 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末
電子:共有サー
バー内

職員室 附属竹早中学校長 廃棄

竹中 附属学校 日課表 令和2年度日課表 附属竹早中学校 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末
電子:共有サー
バー内

職員室 附属竹早中学校長 廃棄

竹中 附属学校
教科担任・学級担任一覧・校
務分掌表

令和2年度校務分掌表 附属竹早中学校 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末
電子:共有サー
バー内

職員室 附属竹早中学校長 廃棄

竹中 附属学校
教科書採択・無償給与関係文
書

令和2年度教科書採択・無償給与関係文書 附属竹早中学校 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 附属竹早中学校長 廃棄

竹中 附属学校
指導要録（指導に関する記
録）

令和2年度指導要録 附属竹早中学校 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 職員室 附属竹早中学校長 廃棄

竹中 附属学校 入学者台帳 令和2年度入学者名簿 附属竹早中学校 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末
電子:共有サー
バー内

職員室 附属竹早中学校長 廃棄

竹中 附属学校 成績証明書 成績証明書 附属竹早中学校 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 職員室 附属竹早中学校長 廃棄

竹中 附属学校 入試（発育調査）問題 令和2年度入学者選抜試験問題 附属竹早中学校 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 職員室 附属竹早中学校長 廃棄

竹中 附属学校 研究会資料 令和2年度研究会資料 附属竹早中学校 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 職員室 附属竹早中学校長 廃棄

竹中 附属学校 研究会記録 令和2年度研究会記録 附属竹早中学校 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 職員室 附属竹早中学校長 廃棄

竹中 附属学校 研究発表会開催資料 令和2年度公開研究発表会開催資料 附属竹早中学校 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 職員室 附属竹早中学校長 廃棄

竹中 附属学校 保健日誌 令和2年度保健日誌 附属竹早中学校 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 保健室 附属竹早中学校長 廃棄

竹中 附属学校
学校医（歯科医・薬剤師）執務
記録

令和2年度学校医（歯科医・薬剤師）執務記録 附属竹早中学校 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 保健室 附属竹早中学校長 廃棄

竹中 附属学校
日本スポーツ振興センター関
係文書

令和2年度日本スポーツ振興センター関係文書 附属竹早中学校 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 保健室 附属竹早中学校長 廃棄

竹中 附属学校 プール日誌・プールの記録 令和2年度プール日誌 附属竹早中学校 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 保健体育準備室 附属竹早中学校長 廃棄

竹中 附属学校 教官会議事録 令和2年度職員会議事録 附属竹早中学校 2020年度 2021年4月1日 3年 2023年度末 紙 職員室 附属竹早中学校長 廃棄

竹中 附属学校 年間指導計画 令和2年度年間指導計画 附属竹早中学校 2020年度 2021年4月1日 3年 2023年度末
電子:共有サー
バー内

職員室 附属竹早中学校長 廃棄

竹中 附属学校 成績一覧表 令和2年度成績一覧表 附属竹早中学校 2020年度 2021年4月1日 3年 2023年度末 紙 職員室 附属竹早中学校長 廃棄

竹中 附属学校 学校通信・学年通信 令和2年度各学年通信 附属竹早中学校 2020年度 2021年4月1日 3年 2023年度末
電子:共有サー
バー内

職員室 附属竹早中学校長 廃棄

竹中 附属学校 入試結果一覧表 令和2年度入試結果一覧表 附属竹早中学校 2020年度 2021年4月1日 3年 2023年度末
電子:共有サー
バー内

職員室 附属竹早中学校長 廃棄

竹中 附属学校 入試説明会資料 令和2年度学校説明会資料 附属竹早中学校 2020年度 2021年4月1日 3年 2023年度末
電子:共有サー
バー内

職員室 附属竹早中学校長 廃棄

竹中 附属学校 卒業生進路先一覧 令和2年度卒業生進路先一覧 附属竹早中学校 2020年度 2021年4月1日 3年 2023年度末
電子:共有サー
バー内

職員室 附属竹早中学校長 廃棄

竹中 附属学校 進路指導資料 令和2年度進路指導資料 附属竹早中学校 2020年度 2021年4月1日 3年 2023年度末
電子:共有サー
バー内

職員室 附属竹早中学校長 廃棄

竹中 教務
健康診断表，相談記録等生徒
の健康管理に関するもので重
要なもの

令和2年度健康診断票 附属竹早中学校 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 保健室 附属竹早中学校長 廃棄

竹中 附属学校 年間指導計画 年間行事予定表 附属竹早中学校 2020年度 2021年4月1日 3年 2023年度末
電子:共有サー
バー内

職員室 附属竹早中学校長 廃棄

竹中 附属学校 生徒名簿，写真 令和2年度生徒名簿・写真 附属竹早中学校 2020年度 2021年4月1日 在学中 2022年度末 紙 職員室 附属竹早中学校長 廃棄
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部局名 １）大分類 ２）中分類 ３）小分類（法人文書ファイル名） ４）作成・取得者
５）作成・取得年度
等

６）起算日 ７）保存期間
８）保存期間
    満了時期

９）媒体の種別 10）保存場所 11）管理担当課・係
12)保存期間満
了時の措置

備考

竹中 附属学校 指導要録抄本 令和2年度卒業生指導要録抄本 附属竹早中学校 2020年度 2021年4月1日 在学中 2022年度末 紙 職員室 附属竹早中学校長 廃棄

竹中 附属学校 調査書 調査書 附属竹早中学校 2020年度 2021年4月1日 在学中 2022年度末 紙 職員室 附属竹早中学校長 廃棄

竹中 附属学校 誓約書 誓約書 附属竹早中学校 2020年度 2021年4月1日 在学中 2022年度末 紙 職員室 附属竹早中学校長 廃棄

竹中 附属学校 合否判定会議資料 令和2年度合否判定会議資料 附属竹早中学校 2020年度 2021年4月1日 在学中 2022年度末 紙 職員室 附属竹早中学校長 廃棄

竹中 附属学校 連絡進学資料 令和2年度連絡進学資料 附属竹早中学校 2020年度 2021年4月1日 在学中 2022年度末 紙 職員室 附属竹早中学校長 廃棄

竹中 管理運営
入学式，卒業式，学位記授与
式，その他本学が主催する記
念行事に関するもの

入学式出席者名簿 附属竹早中学校 2020年度 2021年4月1日 10年 2030年度末
電子:共有サー
バー内

事務室 附属竹早中学校長 廃棄

竹中 管理運営
入学式，卒業式，学位記授与
式，その他本学が主催する記
念行事に関するもの

入学式次第 附属竹早中学校 2020年度 2021年4月1日 10年 2030年度末 紙 事務室 附属竹早中学校長 廃棄

竹中 管理運営
入学式，卒業式，学位記授与
式，その他本学が主催する記
念行事に関するもの

入学式実施案内文書 附属竹早中学校 2020年度 2021年4月1日 10年 2030年度末
電子:共有サー
バー内

事務室 附属竹早中学校長 廃棄

竹中 管理運営
入学式，卒業式，学位記授与
式，その他本学が主催する記
念行事に関するもの

卒業式出席者名簿 附属竹早中学校 2020年度 2021年4月1日 10年 2030年度末
電子:共有サー
バー内

職員室 附属竹早中学校長 廃棄

竹中 管理運営
入学式，卒業式，学位記授与
式，その他本学が主催する記
念行事に関するもの

卒業式次第 附属竹早中学校 2020年度 2021年4月1日 10年 2030年度末 紙 職員室 附属竹早中学校長 廃棄

竹中 管理運営
入学式，卒業式，学位記授与
式，その他本学が主催する記
念行事に関するもの

卒業式実施案内文書 附属竹早中学校 2020年度 2021年4月1日 10年 2030年度末
電子:共有サー
バー内

職員室 附属竹早中学校長 廃棄

竹中 附属学校
指導要録（学籍に関する記
録）

令和2年度指導要録 附属竹早中学校 2020年度 2021年4月1日 20年 2040年度末 紙 職員室 附属竹早中学校長 廃棄

竹中 人事 人事記録及び附属書類 令和3年度人事・任用関係 総務部附属学校課竹早地区事務係 2021年度 2022年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹中 人事 研修に関するもの 令和3年度研修願 総務部附属学校課竹早地区事務係 2021年度 2022年4月1日 3年 2024年度末 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹中 会計 旅行命令簿 令和3年度公務外出申請書 総務部附属学校課竹早地区事務係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹中 会計 旅行命令簿 令和3年度旅行命令・依頼伺 総務部附属学校課竹早地区事務係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹中 会計
謝金の関係で，5年保存が必
要であるもの

令和3年度諸謝金等にかかる伺書 総務部附属学校課竹早地区事務係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹中 会計 資産台帳 資産台帳 財務部契約課契約第三係 2021年度 2022年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹中 人事 勤務時間記録簿 令和3年度勤務時間記録簿（常勤) 総務部附属学校課竹早地区事務係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹中 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

令和3年度出勤簿（非常勤職員） 総務部附属学校課竹早地区事務係 2021年度 2022年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹中 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

令和3年度出勤簿（非常勤講師） 総務部附属学校課竹早地区事務係 2021年度 2022年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹中 人事
休暇簿等の給与簿に関するも
の

令和3年休暇簿（年次休暇) 総務部附属学校課竹早地区事務係 2021年度 2022年4月1日 3年 2024年度末 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹中 人事
休暇簿等の給与簿に関するも
の

令和3年休暇簿（病気・特別休暇) 総務部附属学校課竹早地区事務係 2021年度 2022年4月1日 3年 2024年度末 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹中 人事 勤務時間報告書 令和3年度特殊勤務手当整理簿 総務部附属学校課竹早地区事務係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹中 人事 勤務時間報告書 令和3年度勤務日及び勤務時間表 総務部附属学校課竹早地区事務係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹中 人事 勤務時間報告書 令和3年度週休日の振替及び半日勤務時間の割振変更簿 総務部附属学校課竹早地区事務係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 総務部附属学校課竹早地区事務係 廃棄

竹中 附属学校 出席簿 令和3年度生徒出席簿 附属竹早中学校 2021年度 2022年4月1日 在学中 2023年度末 紙 職員室 附属竹早中学校長 廃棄

竹中 附属学校 日直・学級日誌 令和3年度学級日誌 附属竹早中学校 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 職員室 附属竹早中学校長 廃棄

竹中 附属学校 時間割 令和3年度時間割 附属竹早中学校 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末
電子:共有サー
バー内

職員室 附属竹早中学校長 廃棄

竹中 附属学校 日課表 令和3年度日課表 附属竹早中学校 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末
電子:共有サー
バー内

職員室 附属竹早中学校長 廃棄

竹中 附属学校
教科担任・学級担任一覧・校
務分掌表

令和3年度校務分掌表 附属竹早中学校 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末
電子:共有サー
バー内

職員室 附属竹早中学校長 廃棄

竹中 附属学校
教科書採択・無償給与関係文
書

令和3年度教科書採択・無償給与関係文書 附属竹早中学校 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 附属竹早中学校長 廃棄

竹中 附属学校
指導要録（指導に関する記
録）

令和3年度指導要録 附属竹早中学校 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 職員室 附属竹早中学校長 廃棄

竹中 附属学校 入学者台帳 令和3年度入学者名簿 附属竹早中学校 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末
電子:共有サー
バー内

職員室 附属竹早中学校長 廃棄

竹中 附属学校 成績証明書 成績証明書 附属竹早中学校 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 職員室 附属竹早中学校長 廃棄

竹中 附属学校 入試（発育調査）問題 令和3年度入学者選抜試験問題 附属竹早中学校 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 職員室 附属竹早中学校長 廃棄

竹中 附属学校 研究会資料 令和3年度研究会資料 附属竹早中学校 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 職員室 附属竹早中学校長 廃棄

竹中 附属学校 研究会記録 令和3年度研究会記録 附属竹早中学校 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 職員室 附属竹早中学校長 廃棄

竹中 附属学校 研究発表会開催資料 令和3年度公開研究発表会開催資料 附属竹早中学校 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 職員室 附属竹早中学校長 廃棄

竹中 附属学校 保健日誌 令和3年度保健日誌 附属竹早中学校 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 保健室 附属竹早中学校長 廃棄

竹中 附属学校
学校医（歯科医・薬剤師）執務
記録

令和3年度学校医（歯科医・薬剤師）執務記録 附属竹早中学校 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 保健室 附属竹早中学校長 廃棄

竹中 附属学校
日本スポーツ振興センター関
係文書

令和3年度日本スポーツ振興センター関係文書 附属竹早中学校 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 保健室 附属竹早中学校長 廃棄

竹中 附属学校 プール日誌・プールの記録 令和3年度プール日誌 附属竹早中学校 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 保健体育準備室 附属竹早中学校長 廃棄

竹中 附属学校 教官会議事録 令和3年度職員会議事録 附属竹早中学校 2021年度 2022年4月1日 3年 2024年度末 紙 職員室 附属竹早中学校長 廃棄

竹中 附属学校 年間指導計画 令和3年度年間指導計画 附属竹早中学校 2021年度 2022年4月1日 3年 2024年度末
電子:共有サー
バー内

職員室 附属竹早中学校長 廃棄

竹中 附属学校 成績一覧表 令和3年度成績一覧表 附属竹早中学校 2021年度 2022年4月1日 3年 2024年度末 紙 職員室 附属竹早中学校長 廃棄

竹中 附属学校 学校通信・学年通信 令和3年度各学年通信 附属竹早中学校 2021年度 2022年4月1日 3年 2024年度末
電子:共有サー
バー内

職員室 附属竹早中学校長 廃棄

竹中 附属学校 入試結果一覧表 令和3年度入試結果一覧表 附属竹早中学校 2021年度 2022年4月1日 3年 2024年度末
電子:共有サー
バー内

職員室 附属竹早中学校長 廃棄

竹中 附属学校 入試説明会資料 令和3年度学校説明会資料 附属竹早中学校 2021年度 2022年4月1日 3年 2024年度末
電子:共有サー
バー内

職員室 附属竹早中学校長 廃棄

竹中 附属学校 卒業生進路先一覧 令和3年度卒業生進路先一覧 附属竹早中学校 2021年度 2022年4月1日 3年 2024年度末
電子:共有サー
バー内

職員室 附属竹早中学校長 廃棄

竹中 附属学校 進路指導資料 令和3年度進路指導資料 附属竹早中学校 2021年度 2022年4月1日 3年 2024年度末
電子:共有サー
バー内

職員室 附属竹早中学校長 廃棄

竹中 教務
健康診断表，相談記録等生徒
の健康管理に関するもので重
要なもの

令和3年度健康診断票 附属竹早中学校 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 保健室 附属竹早中学校長 廃棄

竹中 附属学校 年間指導計画 年間行事予定表 附属竹早中学校 2021年度 2022年4月1日 3年 2024年度末
電子:共有サー
バー内

職員室 附属竹早中学校長 廃棄

竹中 附属学校 生徒名簿，写真 令和3年度生徒名簿・写真 附属竹早中学校 2021年度 2022年4月1日 在学中 2023年度末 紙 職員室 附属竹早中学校長 廃棄

竹中 附属学校 指導要録抄本 令和3年度卒業生指導要録抄本 附属竹早中学校 2021年度 2022年4月1日 在学中 2023年度末 紙 職員室 附属竹早中学校長 廃棄

竹中 附属学校 調査書 調査書 附属竹早中学校 2021年度 2022年4月1日 在学中 2023年度末 紙 職員室 附属竹早中学校長 廃棄

竹中 附属学校 誓約書 誓約書 附属竹早中学校 2021年度 2022年4月1日 在学中 2023年度末 紙 職員室 附属竹早中学校長 廃棄

竹中 附属学校 合否判定会議資料 令和3年度合否判定会議資料 附属竹早中学校 2021年度 2022年4月1日 在学中 2023年度末 紙 職員室 附属竹早中学校長 廃棄

竹中 附属学校 連絡進学資料 令和3年度連絡進学資料 附属竹早中学校 2021年度 2022年4月1日 在学中 2023年度末 紙 職員室 附属竹早中学校長 廃棄

竹中 管理運営
入学式，卒業式，学位記授与
式，その他本学が主催する記
念行事に関するもの

入学式出席者名簿 附属竹早中学校 2021年度 2022年4月1日 10年 2031年度末
電子:共有サー
バー内

事務室 附属竹早中学校長 廃棄

竹中 管理運営
入学式，卒業式，学位記授与
式，その他本学が主催する記
念行事に関するもの

入学式次第 附属竹早中学校 2021年度 2022年4月1日 10年 2031年度末 紙 事務室 附属竹早中学校長 廃棄
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法人文書ファイル管理簿データ（全学）

部局名 １）大分類 ２）中分類 ３）小分類（法人文書ファイル名） ４）作成・取得者
５）作成・取得年度
等

６）起算日 ７）保存期間
８）保存期間
    満了時期

９）媒体の種別 10）保存場所 11）管理担当課・係
12)保存期間満
了時の措置

備考

竹中 管理運営
入学式，卒業式，学位記授与
式，その他本学が主催する記
念行事に関するもの

入学式実施案内文書 附属竹早中学校 2021年度 2022年4月1日 10年 2031年度末
電子:共有サー
バー内

事務室 附属竹早中学校長 廃棄

竹中 管理運営
入学式，卒業式，学位記授与
式，その他本学が主催する記
念行事に関するもの

卒業式出席者名簿 附属竹早中学校 2021年度 2022年4月1日 10年 2031年度末
電子:共有サー
バー内

職員室 附属竹早中学校長 廃棄

竹中 管理運営
入学式，卒業式，学位記授与
式，その他本学が主催する記
念行事に関するもの

卒業式次第 附属竹早中学校 2021年度 2022年4月1日 10年 2031年度末 紙 職員室 附属竹早中学校長 廃棄

竹中 管理運営
入学式，卒業式，学位記授与
式，その他本学が主催する記
念行事に関するもの

卒業式実施案内文書 附属竹早中学校 2021年度 2022年4月1日 10年 2031年度末
電子:共有サー
バー内

職員室 附属竹早中学校長 廃棄

竹中 管理運営
指導要録（学籍に関する記
録）

令和3年度指導要録 附属竹早中学校 2021年度 2022年4月1日 20年 2041年度末 紙 職員室 附属竹早中学校長 廃棄

特別支援 附属学校
教科書採択・無償給与関係文
書

教科書関係(平成29年度) 附属特別支援学校 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 総務部附属学校課特別支援学校事務係 廃棄

特別支援 人 事 勤務時間記録簿 勤務時間記録簿(平成29年度) 附属特別支援学校 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 総務部附属学校課特別支援学校事務係 廃棄

特別支援 附属学校 研究会記録 研究会記録(平成29年度) 附属特別支援学校 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 教員室 附属特別支援学校長 廃棄

特別支援 附属学校 研究会資料 研究会資料(平成29年度) 附属特別支援学校 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 教員室 附属特別支援学校長 廃棄

特別支援 附属学校 研究発表会開催資料 研究協議会要項(平成29年度) 附属特別支援学校 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 教員室 附属特別支援学校長 廃棄

特別支援 附属学校 児童・生徒名簿，写真 在校生名簿　（昭和41年～現在） 附属養護学校 1966年度 1966年4月1日 無期限 紙 校長室 附属特別支援学校長 廃棄 随時更新

特別支援 附属学校 児童・生徒名簿，写真 写真記録（昭和39年度～平成14年度） 附属養護学校 1964年度 1964年4月1日 無期限 その他:写真 教官室 附属特別支援学校長 廃棄 ※2002年度完結

特別支援 附属学校 児童・生徒名簿，写真 写真記録　（平成１5年度～現在） 附属養護学校 2003年度 2004年4月1日 無期限 電子：ＣＤ-Ｒ 教官室 附属特別支援学校長 廃棄 随時更新

特別支援 附属学校
指導要録（学籍に関する記
録）

指導要録（学籍に関する記録）(平成14年度卒)　41回生 附属養護学校 2002年度 2003年4月1日 20年 2022年度末 紙 教官室 附属特別支援学校長 廃棄

特別支援 附属学校
指導要録（学籍に関する記
録）

指導要録（学籍に関する記録）(平成15年度卒)　42回生 附属養護学校 2003年度 2004年4月1日 20年 2023年度末 紙 教官室 附属特別支援学校長 廃棄

特別支援 附属学校
指導要録（学籍に関する記
録）

指導要録（学籍に関する記録）(平成16年度卒)　43回生 附属養護学校 2004年度 2005年4月1日 20年 2024年度末 紙 教官室 附属特別支援学校長 廃棄

特別支援 附属学校
指導要録（学籍に関する記
録）

指導要録（学籍に関する記録）(平成17年度卒)　44回生 附属養護学校 2005年度 2006年4月1日 20年 2025年度末 紙 教官室 附属特別支援学校長 廃棄

特別支援 附属学校
指導要録（学籍に関する記
録）

指導要録（学籍に関する記録）(平成18年度卒)　45回生 附属養護学校 2006年度 2007年4月1日 20年 2026年度末 紙 教官室 附属特別支援学校長 廃棄

特別支援 附属学校
指導要録（学籍に関する記
録）

指導要録（学籍に関する記録）(平成19年度卒)　46回生 附属特別支援学校 2007年度 2008年4月1日 20年 2027年度末 紙 教官室 附属特別支援学校長 廃棄

特別支援 附属学校
指導要録（学籍に関する記
録）

指導要録（学籍に関する記録）(平成20年度卒)　47回生 附属特別支援学校 2008年度 2009年4月1日 20年 2028年度末 紙 教官室 附属特別支援学校長 廃棄

特別支援 附属学校
指導要録（学籍に関する記
録）

指導要録（学籍に関する記録）(平成21年度卒)　48回生 附属特別支援学校 2009年度 2010年4月1日 20年 2029年度末 紙 教官室 附属特別支援学校長 廃棄

特別支援 附属学校
指導要録（学籍に関する記
録）

指導要録（学籍に関する記録）(平成22年度卒)　49回生 附属特別支援学校 2010年度 2011年4月1日 20年 2030年度末 紙 教官室 附属特別支援学校長 廃棄

特別支援 附属学校
指導要録（学籍に関する記
録）

指導要録（学籍に関する記録）(平成23年度卒)　50回生 附属特別支援学校 2011年度 2012年4月1日 20年 2031年度末 紙 教官室 附属特別支援学校長 廃棄

特別支援 附属学校
指導要録（学籍に関する記
録）

指導要録（学籍に関する記録）(平成24年度卒)　51回生 附属特別支援学校 2012年度 2013年4月1日 20年 2032年度末 紙 教官室 附属特別支援学校長 廃棄

特別支援 附属学校
指導要録（学籍に関する記
録）

指導要録（学籍に関する記録）(平成25年度卒)　52回生 附属特別支援学校 2013年度 2014年4月1日 20年 2033年度末 紙 教官室 附属特別支援学校長 廃棄

特別支援 附属学校
指導要録（学籍に関する記
録）

指導要録（学籍に関する記録）(平成26年度卒)　53回生 附属特別支援学校 2014年度 2015年4月1日 20年 2034年度末 紙 教員室 附属特別支援学校長 廃棄

特別支援 附属学校
指導要録（学籍に関する記
録）

指導要録（学籍に関する記録）(平成27年度卒)　54回生 附属特別支援学校 2015年度 2016年4月1日 20年 2035年度末 紙 教員室 附属特別支援学校長 廃棄

特別支援 附属学校
指導要録（学籍に関する記
録）

指導要録（学籍に関する記録）(平成28年度卒)　55回生 附属特別支援学校 2016年度 2017年4月1日 20年 2036年度末 紙 教員室 附属特別支援学校長 廃棄

特別支援 附属学校
指導要録（学籍に関する記
録）

指導要録（学籍に関する記録）(平成29年度卒)　56回生 附属特別支援学校 2017年度 2018年4月1日 20年 2037年度末 紙 教員室 附属特別支援学校長 廃棄

特別支援 附属学校
指導要録（指導に関する記
録）

指導要録（指導に関する記録）（平成29年度卒業） 56回生 附属特別支援学校 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 教員室 附属特別支援学校長 廃棄

特別支援 附属学校 指導要録抄本 指導要録（平成29年度卒）　56回生 附属特別支援学校 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 教員室 附属特別支援学校長 廃棄

特別支援 人 事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

出勤簿及び勤務時間記録簿（非常勤）（昭和61年度～現在） 附属養護学校 1986年度 1986年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部附属学校課特別支援学校事務係 廃棄 随時更新

特別支援 附属学校 出席簿 出席簿綴（平成29年度卒）　56回生 附属特別支援学校 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 教員室 附属特別支援学校長 廃棄

特別支援 教 務
卒業証書発行台帳及び修了
証書発行台帳に関するもの

卒業証書授与台帳（高） 附属養護学校 1973年度 1973年4月1日 無期限 紙 事務室 附属特別支援学校長 廃棄 随時更新

特別支援 教 務
卒業証書発行台帳及び修了
証書発行台帳に関するもの

卒業証書授与台帳（小） 附属養護学校 1973年度 1973年4月1日 無期限 紙 事務室 附属特別支援学校長 廃棄 随時更新

特別支援 教 務
卒業証書発行台帳及び修了
証書発行台帳に関するもの

卒業証書授与台帳（中） 附属養護学校 1973年度 1973年4月1日 無期限 紙 事務室 附属特別支援学校長 廃棄 随時更新

特別支援 教 務
卒業証書発行台帳及び修了
証書発行台帳に関するもの

卒業証書授与台帳（幼） 附属養護学校 1976年度 1976年4月1日 無期限 紙 事務室 附属特別支援学校長 廃棄 随時更新

特別支援 教 務
幼児・児童・生徒の記録及び
附属書類

個人ファイル（昭和41年度～現在） 附属養護学校 1966年度 1966年4月1日 無期限 紙 教官室 附属特別支援学校長 廃棄 随時更新

特別支援 附属学校
高等学校就学支援金に関する
もの

高等学校就学支援金(平成29年度) 附属特別支援学校 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 総務部附属学校課特別支援学校事務係 廃棄

特別支援 附属学校 就学奨励費に関するもの 就学奨励費応募書類(平成29年度) 附属特別支援学校 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 総務部附属学校課特別支援学校事務係 廃棄

特別支援 附属学校 就学奨励費に関するもの 就学奨励費会計関係(平成29年度) 附属特別支援学校 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 総務部附属学校課特別支援学校事務係 廃棄

特別支援 附属学校 就学奨励費に関するもの 就学奨励費関係(平成29年度) 附属特別支援学校 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 総務部附属学校課特別支援学校事務係 廃棄

特別支援 附属学校
日本スポーツ振興センター関
係文書

災害共済給付金(平成29年度) 附属特別支援学校 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 総務部附属学校課特別支援学校事務係 廃棄

特別支援 附属学校 プール日誌・プールの記録 プール日誌(平成29年度) 附属特別支援学校 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 教員室 附属特別支援学校長 廃棄

特別支援 附属学校 保健日誌 学校保健日誌(平成29年度) 附属特別支援学校 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 保健室 附属特別支援学校長 廃棄

特別支援 附属学校 学校・教務・日番日誌 学校日誌(平成29年度) 附属特別支援学校 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 教員室 附属特別支援学校長 廃棄

特別支援 附属学校
教科担任・学級担任一覧・校
務分掌表

教員会資料(平成29年度) 附属特別支援学校 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 教員室 附属特別支援学校長 廃棄

特別支援 附属学校 合否判定会議資料 入試関係資料（平成29年度） 附属特別支援学校 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 教員室 附属特別支援学校長 廃棄

特別支援 人 事 出張に関するもの 旅行命令・公務外出等(平成29年度) 附属特別支援学校 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 総務部附属学校課特別支援学校事務係 廃棄

特別支援 附属学校
教科書採択・無償給与関係文
書

教科書関係(平成30年度) 附属特別支援学校 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 総務部附属学校課特別支援学校事務係 廃棄

特別支援 人 事 勤務時間記録簿 勤務時間記録簿(平成30年度) 附属特別支援学校 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 総務部附属学校課特別支援学校事務係 廃棄

特別支援 附属学校 研究会記録 研究会記録(平成30年度) 附属特別支援学校 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 教員室 附属特別支援学校長 廃棄

特別支援 附属学校 研究会資料 研究会資料(平成30年度) 附属特別支援学校 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 教員室 附属特別支援学校長 廃棄

特別支援 附属学校 研究発表会開催資料 研究協議会要項(平成30年度) 附属特別支援学校 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 教員室 附属特別支援学校長 廃棄

特別支援 附属学校
指導要録（学籍に関する記
録）

指導要録（学籍に関する記録）(平成30年度卒)　57回生 附属特別支援学校 2018年度 2019年4月1日 20年 2038年度末 紙 教員室 附属特別支援学校長 廃棄

特別支援 附属学校
指導要録（指導に関する記
録）

指導要録（指導に関する記録）（平成30年度卒業） 57回生 附属特別支援学校 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 教員室 附属特別支援学校長 廃棄

特別支援 附属学校 指導要録抄本 指導要録（平成30年度卒）　57回生 附属特別支援学校 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 教員室 附属特別支援学校長 廃棄

特別支援 附属学校 出席簿 出席簿綴（平成30年度卒）　57回生 附属特別支援学校 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 教員室 附属特別支援学校長 廃棄

特別支援 附属学校
高等学校就学支援金に関する
もの

高等学校就学支援金(平成30年度) 附属特別支援学校 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 総務部附属学校課特別支援学校事務係 廃棄

特別支援 附属学校 就学奨励費に関するもの 就学奨励費応募書類(平成30年度) 附属特別支援学校 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 総務部附属学校課特別支援学校事務係 廃棄

特別支援 附属学校 就学奨励費に関するもの 就学奨励費会計関係(平成30年度) 附属特別支援学校 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 総務部附属学校課特別支援学校事務係 廃棄
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部局名 １）大分類 ２）中分類 ３）小分類（法人文書ファイル名） ４）作成・取得者
５）作成・取得年度
等

６）起算日 ７）保存期間
８）保存期間
    満了時期

９）媒体の種別 10）保存場所 11）管理担当課・係
12)保存期間満
了時の措置

備考

特別支援 附属学校 就学奨励費に関するもの 就学奨励費関係(平成30年度) 附属特別支援学校 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 総務部附属学校課特別支援学校事務係 廃棄

特別支援 附属学校
日本スポーツ振興センター関
係文書

災害共済給付金(平成30年度) 附属特別支援学校 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 総務部附属学校課特別支援学校事務係 廃棄

特別支援 附属学校 プール日誌・プールの記録 プール日誌(平成30年度) 附属特別支援学校 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 教員室 附属特別支援学校長 廃棄

特別支援 附属学校 保健日誌 学校保健日誌(平成30年度) 附属特別支援学校 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 保健室 附属特別支援学校長 廃棄

特別支援 附属学校 学校・教務・日番日誌 学校日誌(平成30年度) 附属特別支援学校 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 教員室 附属特別支援学校長 廃棄

特別支援 附属学校
教科担任・学級担任一覧・校
務分掌表

教員会資料(平成30年度) 附属特別支援学校 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 教員室 附属特別支援学校長 廃棄

特別支援 附属学校 合否判定会議資料 入試関係資料（平成30年度） 附属特別支援学校 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 教員室 附属特別支援学校長 廃棄

特別支援 人 事 出張に関するもの 旅行命令・公務外出等(平成30年度) 附属特別支援学校 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 総務部附属学校課特別支援学校事務係 廃棄

特別支援 人 事 海外渡航に関するもの 渡航届（令和元年度） 附属特別支援学校 2019年度 2020年4月1日 3年 2022年度末 紙 事務室 総務部附属学校課特別支援学校事務係 廃棄

特別支援 附属学校 学校通信・学年通信 学部連絡・学級通信（令和元年度） 附属特別支援学校 2019年度 2020年4月1日 3年 2022年度末 紙 教員室 附属特別支援学校長 廃棄

特別支援 人 事
休暇簿等の給与簿に関するも
の

休暇簿(令和元年) 附属特別支援学校 2019年 2020年1月1日 3年 2022年末 紙 事務室 総務部附属学校課特別支援学校事務係 廃棄

特別支援 附属学校
教科書採択・無償給与関係文
書

教科書関係(令和元年度) 附属特別支援学校 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 総務部附属学校課特別支援学校事務係 廃棄

特別支援 附属学校 教官会議事録 運営委員会資料・議事録(令和元年度) 附属特別支援学校 2019年度 2020年4月1日 3年 2022年度末 紙 教員室 附属特別支援学校長 廃棄

特別支援 附属学校 教官会議事録 学部資料・記録(令和元年度) 附属特別支援学校 2019年度 2020年4月1日 3年 2022年度末 紙 教員室 附属特別支援学校長 廃棄

特別支援 附属学校 教官会議事録 教員会議事録(令和元年度) 附属特別支援学校 2019年度 2020年4月1日 3年 2022年度末 紙 教員室 附属特別支援学校長 廃棄

特別支援 附属学校 教官会資料 運営委員会資料・議事録(令和元年度) 附属特別支援学校 2019年度 2020年4月1日 3年 2022年度末 紙 教員室 附属特別支援学校長 廃棄

特別支援 附属学校 教官会資料 教員会資料(令和元年度) 附属特別支援学校 2019年度 2020年4月1日 3年 2022年度末 紙 教員室 附属特別支援学校長 廃棄

特別支援 人 事 勤務時間記録簿 勤務時間記録簿(令和元年度) 附属特別支援学校 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 総務部附属学校課特別支援学校事務係 廃棄

特別支援 附属学校 研究会記録 研究会記録(令和元年度) 附属特別支援学校 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 教員室 附属特別支援学校長 廃棄

特別支援 附属学校 研究会資料 研究会資料(令和元年度) 附属特別支援学校 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 教員室 附属特別支援学校長 廃棄

特別支援 附属学校 研究発表会開催資料 研究協議会要項(令和元年度) 附属特別支援学校 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 教員室 附属特別支援学校長 廃棄

特別支援 人 事 研修に関するもの 研修願(令和元年度) 附属特別支援学校 2019年度 2020年4月1日 3年 2022年度末 紙 事務室 総務部附属学校課特別支援学校事務係 廃棄

特別支援 附属学校
指導要録（学籍に関する記
録）

指導要録（学籍に関する記録）(令和元年度卒)　58回生 附属特別支援学校 2019年度 2020年4月1日 20年 2039年度末 紙 教員室 附属特別支援学校長 廃棄

特別支援 附属学校
指導要録（指導に関する記
録）

指導要録（指導に関する記録）（令和元年度卒業） 58回生 附属特別支援学校 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 教員室 附属特別支援学校長 廃棄

特別支援 附属学校 指導要録抄本 指導要録（令和元年度卒）　58回生 附属特別支援学校 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 教員室 附属特別支援学校長 廃棄

特別支援 附属学校 出席簿 出席簿綴（令和元年度卒）　58回生 附属特別支援学校 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 教員室 附属特別支援学校長 廃棄

特別支援 附属学校 進路指導資料 進路指導資料（令和元年度卒）58回生 附属特別支援学校 2019年度 2020年4月1日 3年 2022年度末 紙 教員室 附属特別支援学校長 廃棄

特別支援 附属学校 卒業生進路先一覧 進路指導資料（令和元年度卒）58回生 附属特別支援学校 2019年度 2020年4月1日 3年 2022年度末 紙 教員室 附属特別支援学校長 廃棄

特別支援 附属学校
高等学校就学支援金に関する
もの

高等学校就学支援金(令和元年度) 附属特別支援学校 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 総務部附属学校課特別支援学校事務係 廃棄

特別支援 附属学校 就学奨励費に関するもの 就学奨励費応募書類(令和元年度) 附属特別支援学校 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 総務部附属学校課特別支援学校事務係 廃棄

特別支援 附属学校 就学奨励費に関するもの 就学奨励費会計関係(令和元年度) 附属特別支援学校 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 総務部附属学校課特別支援学校事務係 廃棄

特別支援 附属学校 就学奨励費に関するもの 就学奨励費関係(令和元年度) 附属特別支援学校 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 総務部附属学校課特別支援学校事務係 廃棄

特別支援 附属学校
日本スポーツ振興センター関
係文書

災害共済給付金(令和元年度) 附属特別支援学校 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 総務部附属学校課特別支援学校事務係 廃棄

特別支援 附属学校 入試説明会資料 入学選考(令和元年度) 附属特別支援学校 2019年度 2020年4月1日 3年 2022年度末 紙 教員室 附属特別支援学校長 廃棄

特別支援 附属学校 プール日誌・プールの記録 プール日誌(令和元年度) 附属特別支援学校 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 教員室 附属特別支援学校長 廃棄

特別支援 附属学校 保健日誌 学校保健日誌(令和元年度) 附属特別支援学校 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 保健室 附属特別支援学校長 廃棄

特別支援 附属学校 学校・教務・日番日誌 学校日誌(令和元年度) 附属特別支援学校 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 教員室 附属特別支援学校長 廃棄

特別支援 人 事
休暇簿等の給与簿に関するも
の

勤務日・勤務時間表(令和元年度) 附属特別支援学校 2019年度 2020年4月1日 3年 2022年度末 紙 事務室 総務部附属学校課特別支援学校事務係 廃棄

特別支援 人 事
休暇簿等の給与簿に関するも
の

特殊勤務手当簿(令和元年度) 附属特別支援学校 2019年度 2020年4月1日 3年 2022年度末 紙 事務室 総務部附属学校課特別支援学校事務係 廃棄

特別支援 附属学校
教科担任・学級担任一覧・校
務分掌表

教員会資料(令和元年度) 附属特別支援学校 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 教員室 附属特別支援学校長 廃棄

特別支援 附属学校 合否判定会議資料 入試関係資料（令和元年度） 附属特別支援学校 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 教員室 附属特別支援学校長 廃棄

特別支援 附属学校 施錠日誌 施錠日誌(令和元年度) 附属特別支援学校 2019年度 2020年4月1日 3年 2022年度末 紙 事務室 総務部附属学校課特別支援学校事務係 廃棄

特別支援 人 事 出張に関するもの 旅行命令・公務外出等(令和元年度) 附属特別支援学校 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 総務部附属学校課特別支援学校事務係 廃棄

特別支援 附属学校 幼児教育無償化に関するもの 幼児教育無償化関係(令和元年度) 附属特別支援学校 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 総務部附属学校課特別支援学校事務係 廃棄

特別支援 附属学校 学校通信・学年通信 学部連絡・学級通信（令和２年度） 附属特別支援学校 2020年度 2021年4月1日 3年 2023年度末 紙 教員室 附属特別支援学校長 廃棄

特別支援 人 事
休暇簿等の給与簿に関するも
の

休暇簿(令和２年) 附属特別支援学校 2020年 2021年1月1日 3年 2023年末 紙 事務室 総務部附属学校課特別支援学校事務係 廃棄

特別支援 附属学校
教科書採択・無償給与関係文
書

教科書関係(令和２年度) 附属特別支援学校 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 総務部附属学校課特別支援学校事務係 廃棄

特別支援 附属学校 教官会議事録 運営委員会資料・議事録(令和２年度) 附属特別支援学校 2020年度 2021年4月1日 3年 2023年度末 紙 教員室 附属特別支援学校長 廃棄

特別支援 附属学校 教官会議事録 学部資料・記録(令和２年度) 附属特別支援学校 2020年度 2021年4月1日 3年 2023年度末 紙 教員室 附属特別支援学校長 廃棄

特別支援 附属学校 教官会議事録 教員会議事録(令和２年度) 附属特別支援学校 2020年度 2021年4月1日 3年 2023年度末 紙 教員室 附属特別支援学校長 廃棄

特別支援 附属学校 教官会資料 運営委員会資料・議事録(令和２年度) 附属特別支援学校 2020年度 2021年4月1日 3年 2023年度末 紙 教員室 附属特別支援学校長 廃棄

特別支援 附属学校 教官会資料 教員会資料(令和２年度) 附属特別支援学校 2020年度 2021年4月1日 3年 2023年度末 紙 教員室 附属特別支援学校長 廃棄

特別支援 人 事 勤務時間記録簿 勤務時間記録簿(令和２年度) 附属特別支援学校 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 総務部附属学校課特別支援学校事務係 廃棄

特別支援 附属学校 研究会記録 研究会記録(令和２年度) 附属特別支援学校 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 教員室 附属特別支援学校長 廃棄

特別支援 附属学校 研究会資料 研究会資料(令和２年度) 附属特別支援学校 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 教員室 附属特別支援学校長 廃棄

特別支援 附属学校 研究発表会開催資料 研究協議会要項(令和２年度) 附属特別支援学校 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 教員室 附属特別支援学校長 廃棄

特別支援 人 事 研修に関するもの 研修願(令和２年度) 附属特別支援学校 2020年度 2021年4月1日 3年 2023年度末 紙 事務室 総務部附属学校課特別支援学校事務係 廃棄

特別支援 附属学校
指導要録（学籍に関する記
録）

指導要録（学籍に関する記録）(令和２年度卒)　59回生 附属特別支援学校 2020年度 2021年4月1日 20年 2040年度末 紙 教員室 附属特別支援学校長 廃棄

特別支援 附属学校
指導要録（指導に関する記
録）

指導要録（指導に関する記録）（令和２年度卒業） 59回生 附属特別支援学校 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 教員室 附属特別支援学校長 廃棄

特別支援 附属学校 指導要録抄本 指導要録（令和２年度卒）　59回生 附属特別支援学校 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 教員室 附属特別支援学校長 廃棄

特別支援 附属学校 出席簿 出席簿綴（令和２年度卒）　59回生 附属特別支援学校 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 教員室 附属特別支援学校長 廃棄
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12)保存期間満
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備考

特別支援 附属学校 進路指導資料 進路指導資料（令和２年度卒）59回生 附属特別支援学校 2020年度 2021年4月1日 3年 2023年度末 紙 教員室 附属特別支援学校長 廃棄

特別支援 附属学校 卒業生進路先一覧 進路指導資料（令和２年度卒）59回生 附属特別支援学校 2020年度 2021年4月1日 3年 2023年度末 紙 教員室 附属特別支援学校長 廃棄

特別支援 附属学校
高等学校就学支援金に関する
もの

高等学校就学支援金(令和２年度) 附属特別支援学校 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 総務部附属学校課特別支援学校事務係 廃棄

特別支援 附属学校 就学奨励費に関するもの 就学奨励費応募書類(令和２年度) 附属特別支援学校 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 総務部附属学校課特別支援学校事務係 廃棄

特別支援 附属学校 就学奨励費に関するもの 就学奨励費会計関係(令和２年度) 附属特別支援学校 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 総務部附属学校課特別支援学校事務係 廃棄

特別支援 附属学校 就学奨励費に関するもの 就学奨励費関係(令和２年度) 附属特別支援学校 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 総務部附属学校課特別支援学校事務係 廃棄

特別支援 附属学校
日本スポーツ振興センター関
係文書

災害共済給付金(令和２年度) 附属特別支援学校 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 総務部附属学校課特別支援学校事務係 廃棄

特別支援 附属学校 入試説明会資料 入学選考(令和２年度) 附属特別支援学校 2020年度 2021年4月1日 3年 2023年度末 紙 教員室 附属特別支援学校長 廃棄

特別支援 附属学校 保健日誌 学校保健日誌(令和２年度) 附属特別支援学校 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 保健室 附属特別支援学校長 廃棄

特別支援 附属学校 学校・教務・日番日誌 学校日誌(令和２年度) 附属特別支援学校 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 教員室 附属特別支援学校長 廃棄

特別支援 人 事
休暇簿等の給与簿に関するも
の

勤務日・勤務時間表(令和２年度) 附属特別支援学校 2020年度 2021年4月1日 3年 2023年度末 紙 事務室 総務部附属学校課特別支援学校事務係 廃棄

特別支援 人 事
休暇簿等の給与簿に関するも
の

特殊勤務手当簿(令和２年度) 附属特別支援学校 2020年度 2021年4月1日 3年 2023年度末 紙 事務室 総務部附属学校課特別支援学校事務係 廃棄

特別支援 附属学校
教科担任・学級担任一覧・校
務分掌表

教員会資料(令和２年度) 附属特別支援学校 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 教員室 附属特別支援学校長 廃棄

特別支援 附属学校 合否判定会議資料 入試関係資料（令和２年度） 附属特別支援学校 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 教員室 附属特別支援学校長 廃棄

特別支援 附属学校 施錠日誌 施錠日誌(令和２年度) 附属特別支援学校 2020年度 2021年4月1日 3年 2023年度末 紙 事務室 総務部附属学校課特別支援学校事務係 廃棄

特別支援 人 事 出張に関するもの 旅行命令・用務外出等(令和２年度) 附属特別支援学校 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 総務部附属学校課特別支援学校事務係 廃棄

特別支援 附属学校 幼児教育無償化に関するもの 幼児教育無償化関係(令和２年度) 附属特別支援学校 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 総務部附属学校課特別支援学校事務係 廃棄

特別支援 附属学校 都給付型奨学金に関するもの 東京都立学校等給付型奨学金(令和２年度) 附属特別支援学校 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 総務部附属学校課特別支援学校事務係 廃棄

特別支援 附属学校 学校通信・学年通信 学部連絡・学級通信（令和３年度） 附属特別支援学校 2021年度 2022年4月1日 3年 2024年度末 紙 教員室 附属特別支援学校長 廃棄

特別支援 人 事
休暇簿等の給与簿に関するも
の

休暇簿(令和３年) 附属特別支援学校 2021年 2021年1月1日 3年 2024年末 紙 事務室 総務部附属学校課特別支援学校事務係 廃棄

特別支援 附属学校
教科書採択・無償給与関係文
書

教科書関係(令和３年度) 附属特別支援学校 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 総務部附属学校課特別支援学校事務係 廃棄

特別支援 附属学校 教官会議事録 運営委員会資料・議事録(令和３年度) 附属特別支援学校 2021年度 2022年4月1日 3年 2024年度末 紙 教員室 附属特別支援学校長 廃棄

特別支援 附属学校 教官会議事録 学部資料・記録(令和３年度) 附属特別支援学校 2021年度 2022年4月1日 3年 2024年度末 紙 教員室 附属特別支援学校長 廃棄

特別支援 附属学校 教官会議事録 教員会議事録(令和３年度) 附属特別支援学校 2021年度 2022年4月1日 3年 2024年度末 紙 教員室 附属特別支援学校長 廃棄

特別支援 附属学校 教官会資料 運営委員会資料・議事録(令和３年度) 附属特別支援学校 2021年度 2022年4月1日 3年 2024年度末 紙 教員室 附属特別支援学校長 廃棄

特別支援 附属学校 教官会資料 教員会資料(令和３年度) 附属特別支援学校 2021年度 2022年4月1日 3年 2024年度末 紙 教員室 附属特別支援学校長 廃棄

特別支援 人 事 勤務時間記録簿 勤務時間記録簿(令和３年度) 附属特別支援学校 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 総務部附属学校課特別支援学校事務係 廃棄

特別支援 附属学校 研究会記録 研究会記録(令和３年度) 附属特別支援学校 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 教員室 附属特別支援学校長 廃棄

特別支援 附属学校 研究会資料 研究会資料(令和３年度) 附属特別支援学校 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 教員室 附属特別支援学校長 廃棄

特別支援 附属学校 研究発表会開催資料 研究協議会要項(令和３年度) 附属特別支援学校 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 教員室 附属特別支援学校長 廃棄

特別支援 人 事 研修に関するもの 研修願(令和３年度) 附属特別支援学校 2021年度 2022年4月1日 3年 2024年度末 紙 事務室 総務部附属学校課特別支援学校事務係 廃棄

特別支援 附属学校
指導要録（学籍に関する記
録）

指導要録（学籍に関する記録）(令和３年度卒)　60回生 附属特別支援学校 2021年度 2022年4月1日 20年 2041年度末 紙 教員室 附属特別支援学校長 廃棄

特別支援 附属学校
指導要録（指導に関する記
録）

指導要録（指導に関する記録）（令和３年度卒業） 60回生 附属特別支援学校 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 教員室 附属特別支援学校長 廃棄

特別支援 附属学校 指導要録抄本 指導要録（令和３年度卒）　60回生 附属特別支援学校 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 教員室 附属特別支援学校長 廃棄

特別支援 附属学校 出席簿 出席簿綴（令和３年度卒）　60回生 附属特別支援学校 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 教員室 附属特別支援学校長 廃棄

特別支援 附属学校 進路指導資料 進路指導資料（令和３年度卒）60回生 附属特別支援学校 2021年度 2022年4月1日 3年 2024年度末 紙 教員室 附属特別支援学校長 廃棄

特別支援 附属学校 卒業生進路先一覧 進路指導資料（令和３年度卒）60回生 附属特別支援学校 2021年度 2022年4月1日 3年 2024年度末 紙 教員室 附属特別支援学校長 廃棄

特別支援 附属学校
高等学校就学支援金に関する
もの

高等学校就学支援金(令和３年度) 附属特別支援学校 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 総務部附属学校課特別支援学校事務係 廃棄

特別支援 附属学校 就学奨励費に関するもの 就学奨励費応募書類(令和３年度) 附属特別支援学校 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 総務部附属学校課特別支援学校事務係 廃棄

特別支援 附属学校 就学奨励費に関するもの 就学奨励費会計関係(令和３年度) 附属特別支援学校 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 総務部附属学校課特別支援学校事務係 廃棄

特別支援 附属学校 就学奨励費に関するもの 就学奨励費関係(令和３年度) 附属特別支援学校 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 総務部附属学校課特別支援学校事務係 廃棄

特別支援 附属学校
日本スポーツ振興センター関
係文書

災害共済給付金(令和３年度) 附属特別支援学校 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 総務部附属学校課特別支援学校事務係 廃棄

特別支援 附属学校 入試説明会資料 入学選考(令和３年度) 附属特別支援学校 2021年度 2022年4月1日 3年 2024年度末 紙 教員室 附属特別支援学校長 廃棄

特別支援 附属学校 保健日誌 学校保健日誌(令和３年度) 附属特別支援学校 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 保健室 附属特別支援学校長 廃棄

特別支援 附属学校 学校・教務・日番日誌 学校日誌(令和３年度) 附属特別支援学校 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 教員室 附属特別支援学校長 廃棄

特別支援 人 事
休暇簿等の給与簿に関するも
の

勤務日・勤務時間表(令和３年度) 附属特別支援学校 2021年度 2022年4月1日 3年 2024年度末 紙 事務室 総務部附属学校課特別支援学校事務係 廃棄

特別支援 人 事
休暇簿等の給与簿に関するも
の

特殊勤務手当簿(令和３年度) 附属特別支援学校 2021年度 2022年4月1日 3年 2024年度末 紙 事務室 総務部附属学校課特別支援学校事務係 廃棄

特別支援 附属学校
教科担任・学級担任一覧・校
務分掌表

教員会資料(令和３年度) 附属特別支援学校 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 教員室 附属特別支援学校長 廃棄

特別支援 附属学校 合否判定会議資料 入試関係資料（令和３年度） 附属特別支援学校 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 教員室 附属特別支援学校長 廃棄

特別支援 附属学校 施錠日誌 施錠日誌(令和３年度) 附属特別支援学校 2021年度 2022年4月1日 3年 2024年度末 紙 事務室 総務部附属学校課特別支援学校事務係 廃棄

特別支援 人 事 出張に関するもの 旅行命令・用務外出等(令和３年度) 附属特別支援学校 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 総務部附属学校課特別支援学校事務係 廃棄

特別支援 附属学校 幼児教育無償化に関するもの 幼児教育無償化関係(令和３年度) 附属特別支援学校 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 総務部附属学校課特別支援学校事務係 廃棄

特別支援 附属学校 都給付型奨学金に関するもの 東京都立学校等給付型奨学金(令和３年度) 附属特別支援学校 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 総務部附属学校課特別支援学校事務係 廃棄

学術情報課 附属図書館 図書館広報（保存用） 東京学芸大学附属図書館月報(図書館ニュースの前身）　保存用
附属図書館情報サービス課参考調査
係

1966年度 1967年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部学術情報課利用者サービス係 廃棄

学術情報課 附属図書館 図書館広報（保存用） 一般教育読書案内　保存用
附属図書館情報サービス課参考調査
係

1976年度 1977年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部学術情報課利用者サービス係 廃棄

学術情報課 附属図書館 図書館広報（保存用） 図書館案内　保存用
附属図書館情報サービス課参考調査
係

1978年度 1979年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部学術情報課利用者サービス係 廃棄

学術情報課 附属図書館 図書館広報（保存用） 図書館利用案内　保存用
附属図書館情報サービス課参考調査
係

1979年度 1980年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部学術情報課利用者サービス係 廃棄

学術情報課 管理・運営
本学が発行する広報，学報，
職員録等（保存用）

東京学芸大学附属図書館概要　保存用 附属図書館情報管理課総務係 1994年度 1995年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部学術情報課学術企画係 廃棄

学術情報課 附属図書館 図書館広報（保存用） 新入学生のための一般教育読書案内　保存用
附属図書館情報サービス課参考調査
係

1994年度 1995年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部学術情報課利用者サービス係 廃棄

学術情報課 附属図書館 図書館広報（保存用） 共通科目のための読書案内　保存用
附属図書館情報サービス課参考調査
係

1995年度 1996年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部学術情報課利用者サービス係 廃棄

学術情報課 管理・運営
本学が発行する広報，学報，
職員録等（保存用）

年次報告保存用（平成11年度版） 附属図書館情報管理課総務係 2000年度 2001年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部学術情報課学術企画係 廃棄
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法人文書ファイル管理簿データ（全学）

部局名 １）大分類 ２）中分類 ３）小分類（法人文書ファイル名） ４）作成・取得者
５）作成・取得年度
等

６）起算日 ７）保存期間
８）保存期間
    満了時期

９）媒体の種別 10）保存場所 11）管理担当課・係
12)保存期間満
了時の措置

備考

学術情報課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成8～12年度非常勤職員出勤簿 附属図書館情報管理課総務係 2000年度 2001年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部学術情報課学術企画係 廃棄

学術情報課 管理・運営
本学の規程等の制定改廃に
関するもの

附属図書館規程等改正文書綴（決裁文書等） 附属図書館情報管理課総務係 2000年度 2001年4月1日 30年 2030年度末 紙 事務室 総務部学術情報課副課長 廃棄

学術情報課 附属図書館 図書館広報（保存用） 図書館ニュース　保存用
附属図書館情報サービス課参考調査
係

2000年度 2001年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部学術情報課利用者サービス係 廃棄

学術情報課 管理・運営
本学が発行する広報，学報，
職員録等（保存用）

東京学芸大学附属図書館概要保存用 附属図書館情報管理課総務係 2001年度 2002年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部学術情報課学術企画係 廃棄

学術情報課 管理・運営
本学が発行する広報，学報，
職員録等（保存用）

年次報告保存用（平成12年度版） 附属図書館情報管理課総務係 2001年度 2002年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部学術情報課学術企画係 廃棄

学術情報課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成13年度非常勤職員出勤簿 附属図書館情報管理課総務係 2001年度 2002年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部学術情報課学術企画係 廃棄

学術情報課 附属図書館 蔵書目録 OPAC（Online Public Access Catalog） 附属図書館情報管理課目録情報係 2001年度 2002年4月1日 30年 2031年度末
電子:共有サー
バー内

ICTセンターサー
バ

総務部学術情報課学術企画係 廃棄

学術情報課 会計 資産台帳 図書原簿 附属図書館情報管理課収書係 2001年度 2002年4月1日 無期限
電子:共有サー
バー内

ICTセンターサー
バ

総務部学術情報課学術企画係 廃棄

学術情報課 附属図書館 蔵書目録 当館作成オリジナルデータベース 附属図書館情報管理課目録情報係 2001年度 2002年4月1日 30年 2031年度末
電子:共有サー
バー内

ICTセンターサー
バ

総務部学術情報課学術企画係 廃棄

学術情報課 附属図書館 図書館広報（保存用） 共通科目のための読書案内保存用
附属図書館情報サービス課参考調査
係

2001年度 2002年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部学術情報課利用者サービス係 廃棄

学術情報課 附属図書館 図書館広報（保存用） 図書館ニュース保存用
附属図書館情報サービス課参考調査
係

2001年度 2002年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部学術情報課利用者サービス係 廃棄

学術情報課 管理・運営
本学が発行する広報，学報，
職員録等（保存用）

年次報告保存用（平成13年度版） 附属図書館情報管理課総務係 2002年度 2003年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部学術情報課学術企画係 廃棄

学術情報課 管理・運営
本学が発行する広報，学報，
職員録等（保存用）

附属図書館概要保存用 附属図書館情報管理課総務係 2002年度 2003年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部学術情報課学術企画係 廃棄

学術情報課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成14年度非常勤職員出勤簿 附属図書館情報管理課総務係 2002年度 2003年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部学術情報課学術企画係 廃棄

学術情報課 附属図書館 蔵書目録 当館作成オリジナルデータベース 附属図書館情報管理課目録情報係 2002年度 2003年4月1日 30年 2032年度末
電子:共有サー
バー内

ICTセンターサー
バ

総務部学術情報課学術企画係 廃棄

学術情報課 附属図書館 図書館広報（保存用） 共通科目のための読書案内保存用
附属図書館情報サービス課参考調査
係

2002年度 2003年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部学術情報課利用者サービス係 廃棄

学術情報課 附属図書館 図書館広報（保存用） 図書館ニュース保存用
附属図書館情報サービス課参考調査
係

2002年度 2003年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部学術情報課利用者サービス係 廃棄

学術情報課 附属図書館 蔵書目録 OPAC（Online Public Access Catalog） 附属図書館情報管理課目録情報係 2002年度 2003年4月1日 30年 2032年度末
電子:共有サー
バー内

ICTセンターサー
バ

総務部学術情報課学術企画係 廃棄

学術情報課 管理・運営
本学が発行する広報，学報，
職員録等（保存用）

附属図書館概要保存用 附属図書館情報管理課総務係 2003年度 2004年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部学術情報課学術企画係 廃棄

学術情報課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成15年度非常勤職員出勤簿 附属図書館情報管理課総務係 2003年度 2004年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部学術情報課学術企画係 廃棄

学術情報課 附属図書館 図書館広報（保存用） 共通科目のための読書案内保存用
附属図書館情報サービス課参考調査
係

2003年度 2004年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部学術情報課利用者サービス係 廃棄

学術情報課 附属図書館 図書館広報（保存用） 図書館ニュース保存用
附属図書館情報サービス課参考調査
係

2003年度 2004年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部学術情報課利用者サービス係 廃棄

学術情報課 附属図書館 蔵書目録 OPAC（Online Public Access Catalog） 附属図書館情報管理課目録情報係 2003年度 2004年4月1日 30年 2033年度末
電子:共有サー
バー内

ICTセンターサー
バ

総務部学術情報課学術企画係 廃棄

学術情報課 附属図書館 蔵書目録 当館作成オリジナルデータベース 附属図書館情報管理課目録情報係 2003年度 2004年4月1日 30年 2033年度末
電子:共有サー
バー内

ICTセンターサー
バ

総務部学術情報課学術企画係 廃棄

学術情報課 会計 資産目録 図書資産目録(承継資産分) 学術情報部情報管理課学術資料係 2004年度 2005年4月1日 無期限
電子:共有サー
バー内

ICTセンターサー
バ

総務部学術情報課学術リソース管理係
（図書担当）

廃棄

学術情報課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成16年度非常勤職員出勤簿 学術情報部情報管理課総務係 2004年度 2005年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部学術情報課学術企画係 廃棄

学術情報課 附属図書館 図書館広報（保存用） 共通科目のための読書案内保存用
学術情報部情報サービス課参考調査
係

2004年度 2005年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部学術情報課利用者サービス係 廃棄

学術情報課 附属図書館 図書館広報（保存用） 図書館ニュース保存用
学術情報部情報サービス課参考調査
係

2004年度 2005年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部学術情報課利用者サービス係 廃棄

学術情報課 附属図書館 蔵書目録 OPAC（Online Public Access Catalog） 学術情報部情報管理課電子情報係 2004年度 2005年4月1日 30年 2034年度末
電子:共有サー
バー内

ICTセンターサー
バ

総務部学術情報課学術企画係 廃棄

学術情報課 附属図書館 蔵書目録 当館作成オリジナルデータベース 学術情報部情報管理課電子情報係 2004年度 2005年4月1日 30年 2034年度末
電子:共有サー
バー内

ICTセンターサー
バ

総務部学術情報課学術企画係 廃棄

学術情報課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成17年度非常勤職員出勤簿 学術情報部情報管理課総務係 2005年度 2006年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部学術情報課学術企画係 廃棄

学術情報課 附属図書館 図書館広報（保存用） 共通科目のための読書案内保存用
学術情報部情報サービス課情報リテラ
シー係

2005年度 2006年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部学術情報課利用者サービス係 廃棄

学術情報課 附属図書館 図書館広報（保存用） 図書館ニュース保存用
学術情報部情報サービス課情報リテラ
シー係

2005年度 2006年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部学術情報課利用者サービス係 廃棄

学術情報課 附属図書館 蔵書目録 OPAC（Online Public Access Catalog）
学術情報部情報管理課情報基盤整備
室学術ポータル係

2005年度 2006年4月1日 30年 2035年度末
電子:共有サー
バー内

ICTセンターサー
バ

総務部学術情報課学術企画係 廃棄

学術情報課 附属図書館 蔵書目録 当館作成オリジナルデータベース
学術情報部情報管理課情報基盤整備
室学術ポータル係

2005年度 2006年4月1日 30年 2035年度末
電子:共有サー
バー内

ICTセンターサー
バ

総務部学術情報課学術企画係 廃棄

学術情報課 会計 資産目録 平成17年度図書資産目録 学術情報部情報管理課学術資料係 2005年度 2006年4月1日 無期限
電子:共有サー
バー内

ICTセンターサー
バ

総務部学術情報課学術リソース管理係
（図書担当）

廃棄

学術情報課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成18年度非常勤職員出勤簿 学術情報部情報管理課総務係 2006年度 2007年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部学術情報課学術企画係 廃棄

学術情報課 附属図書館 図書館広報（保存用） 共通科目のための読書案内
学術情報部情報サービス課情報リテラ
シー係

2006年度 2007年4月1日 無期限
電子:共有サー
バー内

電算室 総務部学術情報課利用者サービス係 廃棄

学術情報課 附属図書館 図書館広報（保存用） 図書館ニュース保存用
学術情報部情報サービス課情報リテラ
シー係

2006年度 2007年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部学術情報課利用者サービス係 廃棄

学術情報課 附属図書館 蔵書目録 OPAC（Online Public Access Catalog）
学術情報部情報管理課情報基盤整備
室学術ポータル係

2006年度 2007年4月1日 30年 2036年度末
電子:共有サー
バー内

ICTセンターサー
バ

総務部学術情報課学術企画係 廃棄

学術情報課 附属図書館 蔵書目録 当館作成オリジナルデータベース
学術情報部情報管理課情報基盤整備
室学術ポータル係

2006年度 2007年4月1日 30年 2036年度末
電子:共有サー
バー内

ICTセンターサー
バ

総務部学術情報課学術企画係 廃棄

学術情報課 会計 資産目録 平成18年度図書資産目録 学術情報部情報管理課学術資料係 2006年度 2007年4月1日 無期限
電子:共有サー
バー内

ICTセンターサー
バ

総務部学術情報課学術リソース管理係
（図書担当）

廃棄

学術情報課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成19年度非常勤職員出勤簿
教育研究支援課総務係（学術情報課
兼務担当）

2007年度 2008年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部学術情報課学術企画係 廃棄

学術情報課 附属図書館 蔵書目録 平成19年OPAC（Online Public Access Catalog）
教育研究支援部学術情報課学術企画
係

2007年度 2008年4月1日 30年 2037年度末
電子:共有サー
バー内

ICTセンターサー
バ

総務部学術情報課学術企画係 廃棄

学術情報課 管理・運営
本学が発行する広報，学報，
職員録等（保存用）

平成19年度東京学芸大学附属図書館概要　保存用
教育研究支援部学術情報課学術企画
係

2007年度 2008年4月1日 無期限
電子:共有サー
バー内

ICTセンターサー
バ

総務部学術情報課学術企画係 廃棄

学術情報課 附属図書館 蔵書目録 平成19年当館作成オリジナルデータベース
教育研究支援部学術情報課学術企画
係

2007年度 2008年4月1日 30年 2037年度末
電子:共有サー
バー内

ICTセンターサー
バ

総務部学術情報課学術企画係 廃棄

学術情報課 附属図書館 図書館広報（保存用） 平成19年図書館利用案内　保存用
教育研究支援部学術情報課情報リテ
ラシー係

2007年度 2008年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部学術情報課利用者サービス係 廃棄

学術情報課 会計 資産目録 平成19年度図書資産目録 学術情報部情報管理課学術資料係 2007年度 2008年4月1日 無期限
電子:共有サー
バー内

ICTセンターサー
バ

総務部学術情報課学術リソース管理係
（図書担当）

廃棄
「東京学芸大学図書管理事務取扱実施細則」
にある「資産目録」という表現を使う

学術情報課 管理・運営
本学の規程等の制定改廃に
関するもの

平成19年附属図書館規程・内規等 教育研究支援部学術情報課副課長 2007年度 2008年4月1日 30年 2037年度末 紙 事務室 総務部学術情報課副課長 廃棄

学術情報課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成20年度非常勤職員出勤簿
教育研究支援課総務係（学術情報課
兼務担当）

2008年度 2009年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部学術情報課学術企画係 廃棄

学術情報課 附属図書館 蔵書目録 平成20年OPAC（Online Public Access Catalog）
教育研究支援部学術情報課学術企画
係

2008年度 2009年4月1日 30年 2038年度末
電子:共有サー
バー内

ICTセンターサー
バ

総務部学術情報課学術企画係 廃棄

学術情報課 管理・運営
本学が発行する広報，学報，
職員録等（保存用）

平成20年度東京学芸大学附属図書館概要　保存用
教育研究支援部学術情報課学術企画
係

2008年度 2009年4月1日 無期限
電子:共有サー
バー内

ICTセンターサー
バ

総務部学術情報課学術企画係 廃棄

学術情報課 附属図書館 蔵書目録 平成20年当館作成オリジナルデータベース
教育研究支援部学術情報課学術企画
係

2008年度 2009年4月1日 30年 2038年度末
電子:共有サー
バー内

ICTセンターサー
バ

総務部学術情報課学術企画係 廃棄

学術情報課 附属図書館 図書館広報（保存用） 平成20年図書館利用案内　保存用
教育研究支援部学術情報課情報リテ
ラシー係

2008年度 2009年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部学術情報課利用者サービス係 廃棄

学術情報課 会計 資産目録 平成20年度図書資産目録 学術情報部情報管理課　図書情報係 2008年度 2009年4月1日 無期限
電子:共有サー
バー内

ICTセンターサー
バ

総務部学術情報課学術リソース管理係
（図書担当）

廃棄
「東京学芸大学図書管理事務取扱実施細則」
にある「資産目録」という表現を使う

学術情報課 管理・運営
本学の規程等の制定改廃に
関するもの

平成20年附属図書館規程・内規等 教育研究支援部学術情報課副課長 2008年度 2009年4月1日 30年 2038年度末 紙 事務室 総務部学術情報課副課長 廃棄

学術情報課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成21年度非常勤職員勤務時間記録簿
教育研究支援課総務係（学術情報課
兼務担当）

2009年度 2010年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部学術情報課学術企画係 廃棄

学術情報課 附属図書館 蔵書目録 平成21年OPAC（Online Public Access Catalog）
教育研究支援部学術情報課学術企画
係

2009年度 2010年4月1日 30年 2039年度末
電子:共有サー
バー内

ICTセンターサー
バ

総務部学術情報課学術企画係 廃棄

学術情報課 管理・運営
本学が発行する広報，学報，
職員録等（保存用）

平成21年度東京学芸大学附属図書館概要　保存用
教育研究支援部学術情報課学術企画
係

2009年度 2010年4月1日 無期限
電子:共有サー
バー内

ICTセンターサー
バ

総務部学術情報課学術企画係 廃棄

学術情報課 附属図書館 蔵書目録 平成21年当館作成オリジナルデータベース
教育研究支援部学術情報課学術企画
係

2009年度 2010年4月1日 30年 2039年度末
電子:共有サー
バー内

ICTセンターサー
バ

総務部学術情報課学術企画係 廃棄

学術情報課 附属図書館 図書館広報（保存用） 平成21年図書館利用案内　保存用
教育研究支援部学術情報課情報リテ
ラシー係

2009年度 2010年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部学術情報課利用者サービス係 廃棄
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部局名 １）大分類 ２）中分類 ３）小分類（法人文書ファイル名） ４）作成・取得者
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12)保存期間満
了時の措置

備考

学術情報課 会計 資産目録 平成21年度図書資産目録
教育研究支援部学術情報課図書情報
係

2009年度 2010年4月1日 無期限
電子:共有サー
バー内

ICTセンターサー
バ

総務部学術情報課学術リソース管理係
（図書担当）

廃棄
「東京学芸大学図書管理事務取扱実施細則」
にある「資産目録」という表現を使う

学術情報課 管理・運営
本学の規程等の制定改廃に
関するもの

平成21年度附属図書館規程・内規等 教育研究支援部学術情報課副課長 2009年度 2010年4月1日 30年 2039年度末 紙 事務室 総務部学術情報課副課長 廃棄

学術情報課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成22年度非常勤職員勤務時間記録簿
教育研究支援課総務係（学術情報課
兼務担当）

2010年度 2011年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部学術情報課学術企画係 廃棄

学術情報課 附属図書館 蔵書目録 平成22年OPAC（Online Public Access Catalog）
教育研究支援部学術情報課学術企画
係

2010年度 2011年4月1日 30年 2040年度末
電子:共有サー
バー内

ICTセンターサー
バ

総務部学術情報課学術企画係 廃棄

学術情報課 管理・運営
本学が発行する広報，学報，
職員録等（保存用）

平成22年度東京学芸大学附属図書館概要　保存用
教育研究支援部学術情報課学術企画
係

2010年度 2011年4月1日 無期限
電子:共有サー
バー内

ICTセンターサー
バ

総務部学術情報課学術企画係 廃棄

学術情報課 附属図書館 蔵書目録 平成22年当館作成オリジナルデータベース
教育研究支援部学術情報課学術企画
係

2010年度 2011年4月1日 30年 2040年度末
電子:共有サー
バー内

ICTセンターサー
バ

総務部学術情報課学術企画係 廃棄

学術情報課 附属図書館 図書館広報（保存用） 平成22年度図書館利用案内　保存用
教育研究支援部学術情報課情報リテ
ラシー係

2010年度 2011年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部学術情報課利用者サービス係 廃棄

学術情報課 会計 資産目録 平成22年度図書資産目録
教育研究支援部学術情報課図書情報
係

2010年度 2011年4月1日 無期限
電子:共有サー
バー内

ICTセンターサー
バ

総務部学術情報課学術リソース管理係
（図書担当）

廃棄
「東京学芸大学図書管理事務取扱実施細則」
にある「資産目録」という表現を使う

学術情報課 管理・運営
本学の規程等の制定改廃に
関するもの

平成22年度附属図書館規程・内規等 教育研究支援部学術情報課副課長 2010年度 2011年4月1日 30年 2040年度末 紙 事務室 総務部学術情報課副課長 廃棄

学術情報課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成23年度非常勤職員勤務時間記録簿
教育研究支援課総務係（学術情報課
兼務担当）

2011年度 2012年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部学術情報課学術企画係 廃棄

学術情報課 附属図書館 蔵書目録 平成23年OPAC（Online Public Access Catalog）
教育研究支援部学術情報課学術企画
係

2011年度 2012年4月1日 30年 2041年度末
電子:共有サー
バー内

ICTセンターサー
バ

総務部学術情報課学術企画係 廃棄

学術情報課 管理・運営
本学が発行する広報，学報，
職員録等（保存用）

平成23年度東京学芸大学附属図書館概要　保存用
教育研究支援部学術情報課学術企画
係

2011年度 2012年4月1日 無期限
電子:共有サー
バー内

ICTセンターサー
バ

総務部学術情報課学術企画係 廃棄

学術情報課 附属図書館 蔵書目録 平成23年当館作成オリジナルデータベース
教育研究支援部学術情報課学術企画
係

2011年度 2012年4月1日 30年 2041年度末
電子:共有サー
バー内

ICTセンターサー
バ

総務部学術情報課学術企画係 廃棄

学術情報課 附属図書館 図書館広報（保存用） 平成23年度図書館利用案内　保存用
教育研究支援部学術情報課情報リテ
ラシー係

2011年度 2012年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部学術情報課利用者サービス係 廃棄

学術情報課 会計 資産目録 平成23年度図書資産目録
教育研究支援部学術情報課図書情報
係

2011年度 2012年4月1日 無期限
電子:共有サー
バー内

ICTセンターサー
バ

総務部学術情報課学術リソース管理係
（図書担当）

廃棄
「東京学芸大学図書管理事務取扱実施細則」
にある「資産目録」という表現を使う

学術情報課 管理・運営
本学の規程等の制定改廃に
関するもの

平成23年度附属図書館規程・内規等 教育研究支援部学術情報課副課長 2011年度 2012年4月1日 30年 2041年度末 紙 事務室 総務部学術情報課副課長 廃棄

学術情報課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成24年度非常勤職員勤務時間記録簿
教育研究支援課総務係（学術情報課
兼務担当）

2012年度 2013年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部学術情報課学術企画係 廃棄

学術情報課 附属図書館 蔵書目録 平成24年OPAC（Online Public Access Catalog）
教育研究支援部学術情報課学術企画
係

2012年度 2013年4月1日 30年 2042年度末
電子:共有サー
バー内

ICTセンターサー
バ

総務部学術情報課学術企画係 廃棄

学術情報課 管理・運営
本学が発行する広報，学報，
職員録等（保存用）

平成24年度東京学芸大学附属図書館概要　保存用
教育研究支援部学術情報課学術企画
係

2012年度 2013年4月1日 無期限
電子:共有サー
バー内

ICTセンターサー
バ

総務部学術情報課学術企画係 廃棄

学術情報課 附属図書館 蔵書目録 平成24年当館作成オリジナルデータベース
教育研究支援部学術情報課学術企画
係

2012年度 2013年4月1日 30年 2042年度末
電子:共有サー
バー内

ICTセンターサー
バ

総務部学術情報課学術企画係 廃棄

学術情報課 会計 現金出納簿 平成24年度現金出納簿
教育研究支援部学術情報課情報リテ
ラシー係

2012年度 2013年4月1日 10年 2022年度末 紙 事務室 総務部学術情報課利用者サービス係 廃棄

学術情報課 会計
文献複写等料金の収受の関
係で，10年保存が必要である
と認めるもの

平成24年度収入金日計表
教育研究支援部学術情報課情報リテ
ラシー係

2012年度 2013年4月1日 10年 2022年度末 紙 事務室 総務部学術情報課利用者サービス係 廃棄

学術情報課 附属図書館 図書館広報（保存用） 平成24年度図書館利用案内　保存用
教育研究支援部学術情報課情報リテ
ラシー係

2012年度 2013年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部学術情報課利用者サービス係 廃棄

学術情報課 会計
文献複写等料金の収受の関
係で，10年保存が必要である
と認めるもの

平成24年度領収証書
教育研究支援部学術情報課情報リテ
ラシー係

2012年度 2013年4月1日 10年 2022年度末 紙 事務室 総務部学術情報課利用者サービス係 廃棄

学術情報課 会計 資産目録 平成24年度図書資産目録
教育研究支援部学術情報課図書情報
係

2012年度 2013年4月1日 無期限
電子:共有サー
バー内

ICTセンターサー
バ

総務部学術情報課学術リソース管理係
（図書担当）

廃棄
「東京学芸大学図書管理事務取扱実施細則」
にある「資産目録」という表現を使う

学術情報課 管理・運営
本学の規程等の制定改廃に
関するもの

平成24年度附属図書館規程・内規等 教育研究支援部学術情報課副課長 2012年度 2013年4月1日 30年 2042年度末 紙 事務室 総務部学術情報課副課長 廃棄

学術情報課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成25年度非常勤職員勤務時間記録簿
教育研究支援課総務係（学術情報課
兼務担当）

2013年度 2014年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部学術情報課学術企画係 廃棄

学術情報課 管理・運営
本学が発行する広報，学報，
職員録等（保存用）

平成25年度東京学芸大学附属図書館概要　保存用
教育研究支援部学術情報課学術企画
係

2013年度 2014年4月1日 無期限
電子:共有サー
バー内

ICTセンターサー
バ

総務部学術情報課学術企画係 廃棄

学術情報課 会計
文献複写等料金の収受の関
係で，10年保存が必要である
と認めるもの

平成25年度収入金日計表
教育研究支援部学術情報課情報リテ
ラシー係

2013年度 2014年4月1日 10年 2023年度末 紙 事務室 総務部学術情報課利用者サービス係 廃棄

学術情報課 附属図書館 図書館広報（保存用） 平成25年度図書館利用案内　保存用
教育研究支援部学術情報課情報リテ
ラシー係

2013年度 2014年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部学術情報課利用者サービス係 廃棄

学術情報課 会計
文献複写等料金の収受の関
係で，10年保存が必要である
と認めるもの

平成25年度領収証書
教育研究支援部学術情報課情報リテ
ラシー係

2013年度 2014年4月1日 10年 2023年度末 紙 事務室 総務部学術情報課利用者サービス係 廃棄

学術情報課 会計 資産目録 平成25年度図書資産目録
教育研究支援部学術情報課図書情報
係

2013年度 2014年4月1日 無期限
電子:共有サー
バー内

ICTセンターサー
バ

総務部学術情報課学術リソース管理係
（図書担当）

廃棄
「東京学芸大学図書管理事務取扱実施細則」
にある「資産目録」という表現を使う

学術情報課 管理・運営
本学の規程等の制定改廃に
関するもの

平成25年度附属図書館規程・内規等 教育研究支援部学術情報課副課長 2013年度 2014年4月1日 30年 2043年度末 紙 事務室 総務部学術情報課副課長 廃棄

学術情報課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成26年度非常勤職員勤務時間記録簿
教育研究支援課総務係（学術情報課
兼務担当）

2014年度 2015年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部学術情報課学術企画係 廃棄

学術情報課 管理・運営
本学が発行する広報，学報，
職員録等（保存用）

平成26年度東京学芸大学附属図書館概要　保存用
教育研究支援部学術情報課学術企画
係

2014年度 2015年4月1日 無期限
電子:共有サー
バー内

ICTセンターサー
バ

総務部学術情報課学術企画係 廃棄

学術情報課 会計
文献複写等料金の収受の関
係で，10年保存が必要である
と認めるもの

平成26年度収入金日計表
教育研究支援部学術情報課情報リテ
ラシー係

2014年度 2015年4月1日 10年 2024年度末 紙 事務室 総務部学術情報課利用者サービス係 廃棄

学術情報課 会計
文献複写等料金の収受の関
係で，10年保存が必要である
と認めるもの

平成26年度領収証書
教育研究支援部学術情報課情報リテ
ラシー係

2014年度 2015年4月1日 10年 2024年度末 紙 事務室 総務部学術情報課利用者サービス係 廃棄

学術情報課 会計 資産目録 平成26年度図書資産目録
教育研究支援部学術情報課図書情報
係

2014年度 2015年4月1日 無期限
電子:共有サー
バー内

ICTセンターサー
バ

総務部学術情報課学術リソース管理係
（図書担当）

廃棄
「東京学芸大学図書管理事務取扱実施細則」
にある「資産目録」という表現を使う

学術情報課 管理・運営
本学の規程等の制定改廃に
関するもの

平成26年度附属図書館規程・内規等 教育研究支援部学術情報課副課長 2014年度 2015年4月1日 30年 2044年度末 紙 事務室 総務部学術情報課副課長 廃棄

学術情報課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成27年度非常勤職員勤務時間記録簿
教育研究支援部学術情報課学術企画
係

2015年度 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部学術情報課学術企画係 廃棄

学術情報課 管理・運営
本学が発行する広報，学報，
職員録等（保存用）

平成27年度東京学芸大学附属図書館概要　保存用
教育研究支援部学術情報課学術企画
係

2015年度 2016年4月1日 無期限
電子:共有サー
バー内

ICTセンターサー
バ

総務部学術情報課学術企画係 廃棄

学術情報課 会計
文献複写等料金の収受の関
係で，10年保存が必要である
と認めるもの

平成27年度収入金払込書
教育研究支援部学術情報課情報リテ
ラシー係

2015年度 2016年4月1日 10年 2025年度末 紙 事務室 総務部学術情報課利用者サービス係 廃棄

学術情報課 会計
文献複写等料金の収受の関
係で，10年保存が必要である
と認めるもの

平成27年度領収証書
教育研究支援部学術情報課情報リテ
ラシー係

2015年度 2016年4月1日 10年 2025年度末 紙 事務室 総務部学術情報課利用者サービス係 廃棄

学術情報課 会計 資産目録 平成27年度図書資産目録
教育研究支援部学術情報課図書情報
係

2015年度 2016年4月1日 無期限
電子:共有サー
バー内

ICTセンターサー
バ

総務部学術情報課学術リソース管理係
（図書担当）

廃棄
「東京学芸大学図書管理事務取扱実施細則」
にある「資産目録」という表現を使う

学術情報課 管理・運営
本学の規程等の制定改廃に
関するもの

平成27年度附属図書館規程・内規等 教育研究支援部学術情報課副課長 2015年度 2016年4月1日 30年 2045年度末 紙 事務室 総務部学術情報課副課長 廃棄

学術情報課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成28年度非常勤職員勤務時間記録簿
教育研究支援部学術情報課学術企画
係

2016年度 2017年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部学術情報課学術企画係 廃棄

学術情報課 管理・運営
本学が発行する広報，学報，
職員録等（保存用）

平成28年度東京学芸大学附属図書館概要　保存用
教育研究支援部学術情報課学術企画
係

2016年度 2017年4月1日 無期限
電子:共有サー
バー内

ICTセンターサー
バ

総務部学術情報課学術企画係 廃棄

学術情報課 会計
文献複写等料金の収受の関
係で，10年保存が必要である
と認めるもの

平成28年度収入金払込書
教育研究支援部学術情報課情報リテ
ラシー係

2016年度 2017年4月1日 10年 2026年度末 紙 事務室 総務部学術情報課利用者サービス係 廃棄

学術情報課 会計
文献複写等料金の収受の関
係で，10年保存が必要である
と認めるもの

平成28年度領収証書
教育研究支援部学術情報課情報リテ
ラシー係

2016年度 2017年4月1日 10年 2026年度末 紙 事務室 総務部学術情報課利用者サービス係 廃棄

学術情報課 会計 資産目録 平成28年度図書資産目録
教育研究支援部学術情報課図書情報
係

2016年度 2017年4月1日 無期限
電子:共有サー
バー内

ICTセンターサー
バ

総務部学術情報課学術リソース管理係
（図書担当）

廃棄
「東京学芸大学図書管理事務取扱実施細則」
にある「資産目録」という表現を使う

学術情報課 管理・運営
本学の規程等の制定改廃に
関するもの

平成28年度附属図書館規程・内規等 教育研究支援部学術情報課副課長 2016年度 2017年4月1日 30年 2046年度末 紙 事務室 総務部学術情報課副課長 廃棄

学術情報課 人事 出張に関するもの 平成29年度旅行命令伺
教育研究支援部学術情報課学術企画
係

2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 総務部学術情報課学術企画係 廃棄

学術情報課 管理・運営 各種統計調査に関するもの 平成29年度学術情報基盤実態調査
教育研究支援部学術情報課学術企画
係

2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 総務部学術情報課学術企画係 廃棄

学術情報課 人事 勤務時間記録簿 平成29年度勤務時間記録簿
教育研究支援部学術情報課学術企画
係

2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 総務部学術情報課学術企画係 廃棄

学術情報課 人事
勤務時間記録に関するもので
あって，5年保存が必要である
と認めるもの

平成29年度勤務日及び勤務時間表
教育研究支援部学術情報課学術企画
係

2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 総務部学術情報課学術企画係 廃棄

学術情報課 管理・運営 各種統計調査に関するもの 平成29年度図書館調査
教育研究支援部学術情報課学術企画
係

2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 総務部学術情報課学術企画係 廃棄

学術情報課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成29年度非常勤職員勤務時間記録簿
教育研究支援部学術情報課学術企画
係

2017年度 2018年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部学術情報課学術企画係 廃棄

学術情報課 管理・運営
本学が発行する広報，学報，
職員録等（保存用）

平成29年度東京学芸大学附属図書館概要　保存用
教育研究支援部学術情報課学術企画
係

2017年度 2018年4月1日 無期限
電子:共有サー
バー内

ICTセンターサー
バ

総務部学術情報課学術企画係 廃棄

学術情報課 附属図書館
図書館資料の製本及び修理
に関する決裁文書

平成29年度製本関係綴
教育研究支援部学術情報課雑誌情報
係

2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室
総務部学術情報課学術リソース管理係
（雑誌担当）

廃棄

学術情報課 附属図書館
図書館資料の購入に関する決
裁文書

平成29年度購入予定外国雑誌の見積について（伺）
教育研究支援部学術情報課雑誌情報
係

2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室
総務部学術情報課学術リソース管理係
（雑誌担当）

廃棄

学術情報課 附属図書館
図書館資料の購入に関する決
裁文書

平成29年度外国雑誌の予約について（伺）
教育研究支援部学術情報課雑誌情報
係

2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室
総務部学術情報課学術リソース管理係
（雑誌担当）

廃棄
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備考

学術情報課 附属図書館
図書館資料の購入に関する決
裁文書

平成29年度外国雑誌契約関係文書ファイル
教育研究支援部学術情報課雑誌情報
係

2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室
総務部学術情報課学術リソース管理係
（雑誌担当）

廃棄

学術情報課 附属図書館
電子ジャーナル・データベース
利用申請関係資料

平成29年度外部データベース利用申請
教育研究支援部学術情報課雑誌情報
係

2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室
総務部学術情報課学術リソース管理係
（雑誌担当）

廃棄

学術情報課 附属図書館
図書館資料の購入に関する決
裁文書

平成29年度外国雑誌前金払精算明細書
教育研究支援部学術情報課雑誌情報
係

2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室
総務部学術情報課学術リソース管理係
（雑誌担当）

廃棄

学術情報課 附属図書館
図書館資料の購入に関する決
裁文書

平成29年度研究室等購入外国雑誌の申込について（照会）
教育研究支援部学術情報課雑誌情報
係

2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室
総務部学術情報課学術リソース管理係
（雑誌担当）

廃棄

学術情報課 附属図書館
図書館資料の購入に関する決
裁文書

平成29年度研究室等購入国内雑誌の申込について（照会）
教育研究支援部学術情報課雑誌情報
係

2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室
総務部学術情報課学術リソース管理係
（雑誌担当）

廃棄

学術情報課 附属図書館
図書館資料の製本及び修理
に関する決裁文書

平成29年度研究室備付け雑誌の合冊製本費について（通知）
教育研究支援部学術情報課雑誌情報
係

2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室
総務部学術情報課学術リソース管理係
（雑誌担当）

廃棄

学術情報課 附属図書館
図書館資料の購入に関する決
裁文書

平成29年度随意契約にかかる事前伺書
教育研究支援部学術情報課雑誌情報
係

2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室
総務部学術情報課学術リソース管理係
（雑誌担当）

廃棄

学術情報課 附属図書館
図書館資料の購入に関する決
裁文書

平成29年度電子ジャーナル・データベース契約関係文書ファイル
教育研究支援部学術情報課雑誌情報
係

2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室
総務部学術情報課学術リソース管理係
（雑誌担当）

廃棄

学術情報課 附属図書館
図書館資料の購入に関する決
裁文書

平成29年度返納金債権発生について（通知）
教育研究支援部学術情報課雑誌情報
係

2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室
総務部学術情報課学術リソース管理係
（雑誌担当）

廃棄

学術情報課 会計
文献複写等料金の収受の関
係で，10年保存が必要である
と認めるもの

平成29年度収入金払込書
教育研究支援部学術情報課情報リテ
ラシー係

2017年度 2018年4月1日 10年 2027年度末 紙 事務室 総務部学術情報課利用者サービス係 廃棄

学術情報課 会計
債権発生通知及びこれに関す
る決裁文書

平成29年度文献複写に伴う債権発生について  (通知）
教育研究支援部学術情報課情報リテ
ラシー係

2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 総務部学術情報課利用者サービス係 廃棄

学術情報課 附属図書館
文献複写等(依頼)の関係で，5
年保存が必要であると認める
もの

平成29年度文献複写依頼簿
教育研究支援部学術情報課情報リテ
ラシー係

2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 総務部学術情報課利用者サービス係 廃棄

学術情報課 附属図書館
文献複写等(依頼)の関係で，5
年保存が必要であると認める
もの

平成29年度文献複写受付簿
教育研究支援部学術情報課情報リテ
ラシー係

2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 総務部学術情報課利用者サービス係 廃棄

学術情報課 会計
文献複写等料金の収受の関
係で，10年保存が必要である
と認めるもの

平成29年度領収証書
教育研究支援部学術情報課情報リテ
ラシー係

2017年度 2018年4月1日 10年 2027年度末 紙 事務室 総務部学術情報課利用者サービス係 廃棄

学術情報課 会計 資産目録 平成29年度図書資産目録
教育研究支援部学術情報課図書情報
係

2017年度 2018年4月1日 無期限
電子:共有サー
バー内

ICTセンターサー
バ

総務部学術情報課学術リソース管理係
（図書担当）

廃棄
「東京学芸大学図書管理事務取扱実施細則」
にある「資産目録」という表現を使う

学術情報課 附属図書館
図書館資料の購入に関する決
裁文書

平成29年度教員推選図書関連文書ファイル
教育研究支援部学術情報課図書情報
係

2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室
総務部学術情報課学術リソース管理係
（図書担当）

廃棄

学術情報課 附属図書館
研究用図書購入予算執行状
況に関するもの

平成29年度研究用図書購入予算執行状況
教育研究支援部学術情報課図書情報
係

2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室
総務部学術情報課学術リソース管理係
（図書担当）

廃棄

学術情報課 附属図書館
図書館資料の寄贈に関する決
裁文書

平成29年度図書館資料寄贈受入関係
教育研究支援部学術情報課図書情報
係

2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室
総務部学術情報課学術リソース管理係
（図書担当）

廃棄

学術情報課 附属図書館
外国新刊図書購入価格に関
する決裁文書

平成29年度外国新刊図書購入価格について
教育研究支援部学術情報課図書情報
係

2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室
総務部学術情報課学術リソース管理係
（図書担当）

廃棄

学術情報課 附属図書館
図書館資料の購入に関する決
裁文書

平成29年度図書館推選図書関連文書ファイル
教育研究支援部学術情報課図書情報
係

2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室
総務部学術情報課学術リソース管理係
（図書担当）

廃棄

学術情報課 附属図書館
図書館資料の除却及び処分
に関する決裁文書

平成29年度物品（図書）の除却・譲渡関係
教育研究支援部学術情報課図書情報
係

2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室
総務部学術情報課学術リソース管理係
（図書担当）

廃棄

学術情報課 附属図書館
図書館資料の購入に関する決
裁文書

平成29年度留学生用図書購入伺
教育研究支援部学術情報課図書情報
係

2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室
総務部学術情報課学術リソース管理係
（図書担当）

廃棄

学術情報課 附属図書館
図書館資料の購入に関する決
裁文書

平成29年度図書館資料購入依頼・発注情報ファイル及び関連文
書ファイル

教育研究支援部学術情報課図書情報
係，雑誌情報係

2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 電子情報
ICTセンターサー
バ

総務部学術情報課学術リソース管理係
（図書・雑誌担当）

廃棄 図書は電子データ

学術情報課 附属図書館
図書館資料の購入に関する決
裁文書

平成29年度図書館資料購入依頼・発注情報ファイル及び関連文
書ファイル

教育研究支援部学術情報課図書情報
係，雑誌情報係

2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室
総務部学術情報課学術リソース管理係
（図書・雑誌担当）

廃棄 図書は電子データ

学術情報課 附属図書館
図書館資料の購入に関する決
裁文書

平成29年度図書館資料購入伝票及び関連文書ファイル
教育研究支援部学術情報課図書情報
係，雑誌情報係

2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室
総務部学術情報課学術リソース管理係
（図書・雑誌担当）

廃棄

学術情報課 管理・運営 各種委員会に関するもの 平成29年度学術情報委員会関係文書ファイル 教育研究支援部学術情報課副課長 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 総務部学術情報課副課長 廃棄

学術情報課 管理・運営
本学の規程等の制定改廃に
関するもの

平成29年度附属図書館規程・内規等 教育研究支援部学術情報課副課長 2017年度 2018年4月1日 30年 2047年度末 紙 事務室 総務部学術情報課副課長 廃棄

学術情報課 会計 予算配分に関する文書 平成29年度予算関係 教育研究支援部学術情報課副課長 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 総務部学術情報課副課長 廃棄

学術情報課 附属図書館
図書館の利用申請に関するも
の

平成29年度図書館利用証申込書
教育研究支援部学術情報課利用者支
援係

2017年度 未定
有効期間終了後1
年

未定 紙 事務室 総務部学術情報課利用者サービス係 廃棄

学術情報課 人事 出張に関するもの 平成30年度旅行命令伺
教育研究支援部学術情報課学術企画
係

2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 総務部学術情報課学術企画係 廃棄

学術情報課 管理・運営 各種統計調査に関するもの 平成30年度学術情報基盤実態調査
教育研究支援部学術情報課学術企画
係

2018年度 2019年4月1日 5年  2023年度末 紙 事務室 総務部学術情報課学術企画係 廃棄

学術情報課 人事 勤務時間記録簿 平成30年度勤務時間記録簿
教育研究支援部学術情報課学術企画
係

2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 総務部学術情報課学術企画係 廃棄

学術情報課 人事
勤務時間記録に関するもので
あって，5年保存が必要である
と認めるもの

平成30年度勤務日及び勤務時間表
教育研究支援部学術情報課学術企画
係

2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 総務部学術情報課学術企画係 廃棄

学術情報課 管理・運営 各種統計調査に関するもの 平成30年度図書館調査
教育研究支援部学術情報課学術企画
係

2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 総務部学術情報課学術企画係 廃棄

学術情報課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成30年度非常勤職員勤務時間記録簿
教育研究支援部学術情報課学術企画
係

2018年度 2019年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部学術情報課学術企画係 廃棄

学術情報課 管理・運営
本学が発行する広報，学報，
職員録等（保存用）

平成30年度東京学芸大学附属図書館概要　保存用
教育研究支援部学術情報課学術企画
係

2018年度 2019年4月1日 無期限
電子:共有サー
バー内

ICTセンターサー
バ

総務部学術情報課学術企画係 廃棄

学術情報課 附属図書館
図書館資料の製本及び修理
に関する決裁文書

平成30年度製本関係綴
教育研究支援部学術情報課雑誌情報
係

2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室
総務部学術情報課学術リソース管理係
（雑誌担当）

廃棄

学術情報課 附属図書館
図書館資料の購入に関する決
裁文書

平成30年度外国雑誌の予約について（伺）
教育研究支援部学術情報課雑誌情報
係

2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室
総務部学術情報課学術リソース管理係
（雑誌担当）

廃棄

学術情報課 附属図書館
図書館資料の購入に関する決
裁文書

平成30年度外国雑誌契約関係文書ファイル
教育研究支援部学術情報課雑誌情報
係

2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室
総務部学術情報課学術リソース管理係
（雑誌担当）

廃棄

学術情報課 附属図書館
電子ジャーナル・データベース
利用申請関係資料

平成30年度外部データベース利用申請
教育研究支援部学術情報課雑誌情報
係

2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室
総務部学術情報課学術リソース管理係
（雑誌担当）

廃棄

学術情報課 附属図書館
図書館資料の購入に関する決
裁文書

平成30年度外国雑誌前金払精算明細書
教育研究支援部学術情報課雑誌情報
係

2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室
総務部学術情報課学術リソース管理係
（雑誌担当）

廃棄

学術情報課 附属図書館
図書館資料の購入に関する決
裁文書

平成30年度研究室等購入外国雑誌の申込について（照会）
教育研究支援部学術情報課雑誌情報
係

2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室
総務部学術情報課学術リソース管理係
（雑誌担当）

廃棄

学術情報課 附属図書館
図書館資料の購入に関する決
裁文書

平成30年度研究室等購入国内雑誌の申込について（照会）
教育研究支援部学術情報課雑誌情報
係

2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室
総務部学術情報課学術リソース管理係
（雑誌担当）

廃棄

学術情報課 附属図書館
図書館資料の製本及び修理
に関する決裁文書

平成30年度研究室備付け雑誌の合冊製本費について（通知）
教育研究支援部学術情報課雑誌情報
係

2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室
総務部学術情報課学術リソース管理係
（雑誌担当）

廃棄

学術情報課 附属図書館
図書館資料の購入に関する決
裁文書

平成30年度随意契約にかかる事前伺書
教育研究支援部学術情報課雑誌情報
係

2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室
総務部学術情報課学術リソース管理係
（雑誌担当）

廃棄

学術情報課 附属図書館
図書館資料の購入に関する決
裁文書

平成30年度電子ジャーナル・データベース契約関係文書ファイル
教育研究支援部学術情報課雑誌情報
係

2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室
総務部学術情報課学術リソース管理係
（雑誌担当）

廃棄

学術情報課 附属図書館
図書館資料の購入に関する決
裁文書

平成30年度返納金債権発生について（通知）
教育研究支援部学術情報課雑誌情報
係

2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室
総務部学術情報課学術リソース管理係
（雑誌担当）

廃棄

学術情報課 会計
文献複写等料金の収受の関
係で，10年保存が必要である
と認めるもの

平成30年度収入金払込書
教育研究支援部学術情報課情報リテ
ラシー係

2018年度 2019年4月1日 10年 2028年度末 紙 事務室 総務部学術情報課利用者サービス係 廃棄

学術情報課 会計
債権発生通知及びこれに関す
る決裁文書

平成30年度文献複写に伴う債権発生について  (通知）
教育研究支援部学術情報課情報リテ
ラシー係

2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 総務部学術情報課利用者サービス係 廃棄

学術情報課 附属図書館
文献複写等(依頼)の関係で，5
年保存が必要であると認める
もの

平成30年度文献複写依頼簿
教育研究支援部学術情報課情報リテ
ラシー係

2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 総務部学術情報課利用者サービス係 廃棄

学術情報課 附属図書館
文献複写等(依頼)の関係で，5
年保存が必要であると認める
もの

平成30年度文献複写受付簿
教育研究支援部学術情報課情報リテ
ラシー係

2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 総務部学術情報課利用者サービス係 廃棄

学術情報課 会計
文献複写等料金の収受の関
係で，10年保存が必要である
と認めるもの

平成30年度領収証書
教育研究支援部学術情報課情報リテ
ラシー係

2018年度 2019年4月1日 10年 2028年度末 紙 事務室 総務部学術情報課利用者サービス係 廃棄

学術情報課 会計 資産目録 平成30年度図書資産目録
教育研究支援部学術情報課図書情報
係

2018年度 2019年4月1日 無期限
電子:共有サー
バー内

ICTセンターサー
バ

総務部学術情報課学術リソース管理係
（図書担当）

廃棄
「東京学芸大学図書管理事務取扱実施細則」
にある「資産目録」という表現を使う

学術情報課 附属図書館
図書館資料の購入に関する決
裁文書

平成30年度教員推選図書関連文書ファイル
教育研究支援部学術情報課図書情報
係

2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室
総務部学術情報課学術リソース管理係
（図書担当）

廃棄

学術情報課 附属図書館
研究用図書購入予算執行状
況に関するもの

平成30年度研究用図書購入予算執行状況
教育研究支援部学術情報課図書情報
係

2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室
総務部学術情報課学術リソース管理係
（図書担当）

廃棄

学術情報課 附属図書館
図書館資料の寄贈に関する決
裁文書

平成30年度図書館資料寄贈受入関係
教育研究支援部学術情報課図書情報
係

2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室
総務部学術情報課学術リソース管理係
（図書担当）

廃棄

学術情報課 附属図書館
外国新刊図書購入価格に関
する決裁文書

平成30年度外国新刊図書購入価格について
教育研究支援部学術情報課図書情報
係

2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室
総務部学術情報課学術リソース管理係
（図書担当）

廃棄

学術情報課 附属図書館
図書館資料の購入に関する決
裁文書

平成30年度図書館推選図書関連文書ファイル
教育研究支援部学術情報課図書情報
係

2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室
総務部学術情報課学術リソース管理係
（図書担当）

廃棄

学術情報課 附属図書館
図書館資料の除却及び処分
に関する決裁文書

平成30年度物品（図書）の除却・譲渡関係
教育研究支援部学術情報課図書情報
係

2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室
総務部学術情報課学術リソース管理係
（図書担当）

廃棄

学術情報課 附属図書館
図書館資料の購入に関する決
裁文書

平成30年度留学生用図書購入伺
教育研究支援部学術情報課図書情報
係

2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室
総務部学術情報課学術リソース管理係
（図書担当）

廃棄

学術情報課 附属図書館
図書館資料の購入に関する決
裁文書

平成30年度図書館資料購入依頼・発注情報ファイル及び関連文
書ファイル

教育研究支援部学術情報課図書情報
係，雑誌情報係

2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 電子情報
ICTセンターサー
バ

総務部学術情報課学術リソース管理係
（図書・雑誌担当）

廃棄 図書は電子データ
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法人文書ファイル管理簿データ（全学）

部局名 １）大分類 ２）中分類 ３）小分類（法人文書ファイル名） ４）作成・取得者
５）作成・取得年度
等

６）起算日 ７）保存期間
８）保存期間
    満了時期

９）媒体の種別 10）保存場所 11）管理担当課・係
12)保存期間満
了時の措置

備考

学術情報課 附属図書館
図書館資料の購入に関する決
裁文書

平成30年度図書館資料購入依頼・発注情報ファイル及び関連文
書ファイル

教育研究支援部学術情報課図書情報
係，雑誌情報係

2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室
総務部学術情報課学術リソース管理係
（図書・雑誌担当）

廃棄 図書は電子データ

学術情報課 附属図書館
図書館資料の購入に関する決
裁文書

平成30年度図書館資料購入伝票及び関連文書ファイル
教育研究支援部学術情報課図書情報
係，雑誌情報係

2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室
総務部学術情報課学術リソース管理係
（図書・雑誌担当）

廃棄

学術情報課 附属図書館
図書館資料の利用に関する決
裁文書

平成30年度附属図書館資料撮影等利用に関する文書 教育研究支援部学術情報課副課長 2018年度 2019年4月1日 3年 2023年度末 紙 事務室 総務部学術情報課副課長 廃棄

学術情報課 管理・運営 各種委員会に関するもの 平成30年度学術情報委員会関係文書ファイル 教育研究支援部学術情報課副課長 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 総務部学術情報課副課長 廃棄

学術情報課 管理・運営
本学の規程等の制定改廃に
関するもの

平成30年度附属図書館規程・内規等 教育研究支援部学術情報課副課長 2018年度 2019年4月1日 30年 2048年度末 紙 事務室 総務部学術情報課副課長 廃棄

学術情報課 会計 予算配分に関する文書 平成30年度予算関係 教育研究支援部学術情報課副課長 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 総務部学術情報課副課長 廃棄

学術情報課 附属図書館
図書館の利用申請に関するも
の

平成30年度図書館利用証申込書
教育研究支援部学術情報課利用者支
援係

2018年度 未定
有効期間終了後1
年

未定 紙 事務室 総務部学術情報課利用者サービス係 廃棄

学術情報課 人事 出張に関するもの 令和元年度旅行命令伺 総務部学術情報課学術企画係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 総務部学術情報課学術企画係 廃棄

学術情報課 管理・運営 各種統計調査に関するもの 令和元年度学術情報基盤実態調査 総務部学術情報課学術企画係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 総務部学術情報課学術企画係 廃棄

学術情報課 人事
休暇簿等の給与簿に関するも
の

令和元年度休暇簿 総務部学術情報課学術企画係 2019年度 2020年4月1日 3年 2022年度末 紙 事務室 総務部学術情報課学術企画係 廃棄

学術情報課 人事 勤務時間記録簿 令和元年度勤務時間記録簿 総務部学術情報課学術企画係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 総務部学術情報課学術企画係 廃棄

学術情報課 人事
勤務時間記録に関するもので
あって，5年保存が必要である
と認めるもの

令和元年度勤務日及び勤務時間表 総務部学術情報課学術企画係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 総務部学術情報課学術企画係 廃棄

学術情報課 人事 研修に関するもの 令和元年度研修関係資料 総務部学術情報課学術企画係 2019年度 2020年4月1日 3年 2022年度末 紙 事務室 総務部学術情報課学術企画係 廃棄

学術情報課 管理・運営 他機関からの通知文書 令和元年度国立教育系大学附属図書館協議会に関する資料 総務部学術情報課学術企画係 2019年度 2020年4月1日 3年 2022年度末 紙 事務室 総務部学術情報課学術企画係 廃棄

学術情報課 管理・運営 他機関からの通知文書 令和元年度国立大学図書館協会に関する資料 総務部学術情報課学術企画係 2019年度 2020年4月1日 3年 2022年度末 紙 事務室 総務部学術情報課学術企画係 廃棄

学術情報課 管理・運営 各種統計調査に関するもの 令和元年度図書館調査 総務部学術情報課学術企画係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 総務部学術情報課学術企画係 廃棄

学術情報課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

令和元年度非常勤職員勤務時間記録簿 総務部学術情報課学術企画係 2019年度 2020年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部学術情報課学術企画係 廃棄

学術情報課 管理・運営
本学が発行する広報，学報，
職員録等（保存用）

令和元年度東京学芸大学附属図書館概要　保存用 総務部学術情報課学術企画係 2019年度 2020年4月1日 無期限
電子:共有サー
バー内

ICTセンターサー
バ

総務部学術情報課学術企画係 廃棄

学術情報課 附属図書館
図書館資料の製本及び修理
に関する決裁文書

令和元年度製本関係綴 総務部学術情報課雑誌情報係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室
総務部学術情報課学術リソース管理係
（雑誌担当）

廃棄

学術情報課 附属図書館
図書館資料の購入に関する決
裁文書

令和元年度外国雑誌の予約について（伺） 総務部学術情報課雑誌情報係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室
総務部学術情報課学術リソース管理係
（雑誌担当）

廃棄

学術情報課 附属図書館
図書館資料の購入に関する決
裁文書

令和元年度外国雑誌契約関係文書ファイル 総務部学術情報課雑誌情報係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室
総務部学術情報課学術リソース管理係
（雑誌担当）

廃棄

学術情報課 附属図書館
電子ジャーナル・データベース
利用申請関係資料

令和元年度外部データベース利用申請 総務部学術情報課雑誌情報係 2019年度 2020年4月1日 5年  2024年度末 紙 事務室
総務部学術情報課学術リソース管理係
（雑誌担当）

廃棄

学術情報課 附属図書館
図書館資料の購入に関する決
裁文書

令和元年度外国雑誌前金払精算明細書 総務部学術情報課雑誌情報係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室
総務部学術情報課学術リソース管理係
（雑誌担当）

廃棄

学術情報課 附属図書館
図書館資料の購入に関する決
裁文書

令和元年度研究室等購入外国雑誌の申込について（照会） 総務部学術情報課雑誌情報係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室
総務部学術情報課学術リソース管理係
（雑誌担当）

廃棄

学術情報課 附属図書館
図書館資料の購入に関する決
裁文書

令和元年度研究室等購入国内雑誌の申込について（照会） 総務部学術情報課雑誌情報係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室
総務部学術情報課学術リソース管理係
（雑誌担当）

廃棄

学術情報課 附属図書館
図書館資料の製本及び修理
に関する決裁文書

令和元年度研究室備付け雑誌の合冊製本費について（通知） 総務部学術情報課雑誌情報係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室
総務部学術情報課学術リソース管理係
（雑誌担当）

廃棄

学術情報課 附属図書館
図書館資料の購入に関する決
裁文書

令和元年度随意契約にかかる事前伺書 総務部学術情報課雑誌情報係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室
総務部学術情報課学術リソース管理係
（雑誌担当）

廃棄

学術情報課 附属図書館
図書館資料の購入に関する決
裁文書

令和元年度電子ジャーナル・データベース契約関係文書ファイル 総務部学術情報課雑誌情報係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室
総務部学術情報課学術リソース管理係
（雑誌担当）

廃棄

学術情報課 附属図書館
図書館資料の購入に関する決
裁文書

令和元年度返納金債権発生について（通知） 総務部学術情報課雑誌情報係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室
総務部学術情報課学術リソース管理係
（雑誌担当）

廃棄

学術情報課 会計
文献複写等料金の収受の関
係で，10年保存が必要である
と認めるもの

令和元年度収入金払込書 総務部学術情報課情報リテラシー係 2019年度 2020年4月1日 10年 2029年度末 紙 事務室 総務部学術情報課利用者サービス係 廃棄

学術情報課 会計
債権発生通知及びこれに関す
る決裁文書

令和元年度文献複写に伴う債権発生について  (通知） 総務部学術情報課情報リテラシー係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 総務部学術情報課利用者サービス係 廃棄

学術情報課 附属図書館
文献複写等(依頼)の関係で，5
年保存が必要であると認める
もの

令和元年度文献複写依頼簿 総務部学術情報課情報リテラシー係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 総務部学術情報課利用者サービス係 廃棄

学術情報課 附属図書館
文献複写等(依頼)の関係で，5
年保存が必要であると認める
もの

令和元年度文献複写受付簿 総務部学術情報課情報リテラシー係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 総務部学術情報課利用者サービス係 廃棄

学術情報課 会計
文献複写等料金の収受の関
係で，10年保存が必要である
と認めるもの

令和元年度領収証書 総務部学術情報課情報リテラシー係 2019年度 2020年4月1日 10年 2029年度末 紙 事務室 総務部学術情報課利用者サービス係 廃棄

学術情報課 会計 資産目録 令和元年度図書資産目録
教育研究支援部学術情報課図書情報
係

2019年度 2020年4月1日 無期限
電子:共有サー
バー内

ICTセンターサー
バ

総務部学術情報課学術リソース管理係
（図書担当）

廃棄
「東京学芸大学図書管理事務取扱実施細則」
にある「資産目録」という表現を使う

学術情報課 附属図書館
図書館資料の購入に関する決
裁文書

令和元年度教員推選図書関連文書ファイル
教育研究支援部学術情報課図書情報
係

2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室
総務部学術情報課学術リソース管理係
（図書担当）

廃棄

学術情報課 附属図書館
研究用図書購入予算執行状
況に関するもの

令和元年度研究用図書購入予算執行状況
教育研究支援部学術情報課図書情報
係

2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室
総務部学術情報課学術リソース管理係
（図書担当）

廃棄

学術情報課 附属図書館
図書館資料の寄贈に関する決
裁文書

令和元年度図書館資料寄贈受入関係
教育研究支援部学術情報課図書情報
係

2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室
総務部学術情報課学術リソース管理係
（図書担当）

廃棄

学術情報課 附属図書館
外国新刊図書購入価格に関
する決裁文書

令和元年度外国新刊図書購入価格について
教育研究支援部学術情報課図書情報
係

2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室
総務部学術情報課学術リソース管理係
（図書担当）

廃棄

学術情報課 附属図書館
図書館資料の購入に関する決
裁文書

令和元年度図書館推選図書関連文書ファイル
教育研究支援部学術情報課図書情報
係

2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室
総務部学術情報課学術リソース管理係
（図書担当）

廃棄

学術情報課 附属図書館
図書館資料の除却及び処分
に関する決裁文書

令和元年度物品（図書）の除却・譲渡関係
教育研究支援部学術情報課図書情報
係

2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室
総務部学術情報課学術リソース管理係
（図書担当）

廃棄

学術情報課 附属図書館
図書館資料の購入に関する決
裁文書

令和元年度留学生用図書購入伺
教育研究支援部学術情報課図書情報
係

2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室
総務部学術情報課学術リソース管理係
（図書担当）

廃棄

学術情報課 附属図書館
図書館資料の購入に関する決
裁文書

令和元年度図書館資料購入依頼・発注情報ファイル及び関連文
書ファイル

教育研究支援部学術情報課図書情報
係，雑誌情報係

2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 電子情報
ICTセンターサー
バ

総務部学術情報課学術リソース管理係
（図書・雑誌担当）

廃棄 図書は電子データ

学術情報課 附属図書館
図書館資料の購入に関する決
裁文書

令和元年度図書館資料購入依頼・発注情報ファイル及び関連文
書ファイル

教育研究支援部学術情報課図書情報
係，雑誌情報係

2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室
総務部学術情報課学術リソース管理係
（図書・雑誌担当）

廃棄 図書は電子データ

学術情報課 附属図書館
図書館資料の購入に関する決
裁文書

令和元年度図書館資料購入伝票及び関連文書ファイル
教育研究支援部学術情報課図書情報
係，雑誌情報係

2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室
総務部学術情報課学術リソース管理係
（図書・雑誌担当）

廃棄

学術情報課 附属図書館
図書館資料の利用に関する決
裁文書

令和元年度附属図書館資料撮影等利用に関する文書 教育研究支援部学術情報課副課長 2019年度 2020年4月1日 3年 2022年度末 紙 事務室 総務部学術情報課副課長 廃棄

学術情報課 管理・運営 各種委員会に関するもの 令和元年度学術情報委員会関係文書ファイル 教育研究支援部学術情報課副課長 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 総務部学術情報課副課長 廃棄

学術情報課 管理・運営
本学の規程等の制定改廃に
関するもの

令和元年度附属図書館規程・内規等 教育研究支援部学術情報課副課長 2019年度 2020年4月1日 30年 2049年度末 紙 事務室 総務部学術情報課副課長 廃棄

学術情報課 会計 予算配分に関する文書 令和元年度予算関係 教育研究支援部学術情報課副課長 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 総務部学術情報課副課長 廃棄

学術情報課 附属図書館
図書館の利用申請に関するも
の

令和元年度図書館利用証申込書 総務部学術情報課利用者サービス係 2019年度 未定
有効期間終了後1
年

未定 紙 事務室 総務部学術情報課利用者サービス係 廃棄

学術情報課 附属図書館 図書館の利用に関する文書 令和元年度時間外開館業務日誌 総務部学術情報課利用者サービス係 2019年度 2020年4月1日 3年 2022年度末 紙 事務室 総務部学術情報課利用者サービス係 廃棄

学術情報課 人事 勤務時間記録簿（非常勤） 平成24年度勤務時間記録簿 教育研究支援部大学史資料室事務室 2012年度 2013年4月1日 無期限 紙 事務室
総務部学術情報課アーカイブ室アーカイ
ブ係

廃棄

学術情報課 人事 勤務時間記録簿（非常勤） 平成25年度勤務時間記録簿 教育研究支援部大学史資料室事務室 2013年度 2014年4月1日 無期限 紙 事務室
総務部学術情報課アーカイブ室アーカイ
ブ係

廃棄

学術情報課 人事 勤務時間記録簿（非常勤） 平成26年度勤務時間記録簿 教育研究支援部大学史資料室事務室 2014年度 2015年4月1日 無期限 紙 事務室
総務部学術情報課アーカイブ室アーカイ
ブ係

廃棄

学術情報課 管理・運営
各種委員会の記録に関するも
ので重要なもの

平成27年度大学史資料室運営委員会議事要旨 教育研究支援部大学史資料室事務室 2015年度 2016年4月1日 10年 2025年度末 紙 事務室
総務部学術情報課アーカイブ室アーカイ
ブ係

廃棄 保存期間について法規係と調整済み

学術情報課 管理・運営
各種委員会の記録に関するも
ので重要なもの

平成27年度大学史資料室室員会議会議事要旨 教育研究支援部大学史資料室事務室 2015年度 2016年4月1日 10年 2025年度末 紙 事務室
総務部学術情報課アーカイブ室アーカイ
ブ係

廃棄 保存期間について法規係と調整済み

学術情報課 人事 勤務時間記録簿（非常勤） 平成27年度勤務時間記録簿 教育研究支援部大学史資料室事務室 2015年度 2016年4月1日 無期限 紙 事務室
総務部学術情報課アーカイブ室アーカイ
ブ係

廃棄

学術情報課 管理・運営
師範学校アーカイブズ運営の
ため，10年保存が必要である
と認めるもの

平成28年度特別経費（プロジェクト分）
－文化的・学術的な資料等の保存等－

教育研究支援部大学史資料室事務室 2015年度 2016年4月1日 10年 2025年度末 紙 事務室
総務部学術情報課アーカイブ室アーカイ
ブ係

廃棄

学術情報課 管理・運営
師範学校アーカイブズ運営の
ため，10年保存が必要である
と認めるもの

平成29年度特別経費（プロジェクト分）
－文化的・学術的な資料等の保存等－

教育研究支援部大学史資料室事務室 2016年度 2017年4月1日 10年 2025年度末 紙 事務室
総務部学術情報課アーカイブ室アーカイ
ブ係

廃棄

学術情報課 管理・運営
各種委員会の記録に関するも
ので重要なもの

平成28年度大学史資料室運営委員会議事要旨 教育研究支援部大学史資料室事務室 2016年度 2017年4月1日 10年 2026年度末 紙 事務室
総務部学術情報課アーカイブ室アーカイ
ブ係

廃棄 保存期間について法規係と調整済み

学術情報課 管理・運営
各種委員会の記録に関するも
ので重要なもの

平成28年度大学史資料室室員会議会議事要旨 教育研究支援部大学史資料室事務室 2016年度 2017年4月1日 10年 2026年度末 紙 事務室
総務部学術情報課アーカイブ室アーカイ
ブ係

廃棄 保存期間について法規係と調整済み
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法人文書ファイル管理簿データ（全学）

部局名 １）大分類 ２）中分類 ３）小分類（法人文書ファイル名） ４）作成・取得者
５）作成・取得年度
等

６）起算日 ７）保存期間
８）保存期間
    満了時期

９）媒体の種別 10）保存場所 11）管理担当課・係
12)保存期間満
了時の措置

備考

学術情報課 人事 勤務時間記録簿（非常勤） 平成28年度勤務時間記録簿 教育研究支援部大学史資料室事務室 2016年度 2017年4月1日 無期限 紙 事務室
総務部学術情報課アーカイブ室アーカイ
ブ係

廃棄

学術情報課 管理・運営
各種委員会の記録に関するも
ので重要なもの

平成29年度大学史資料室運営委員会議事要旨 教育研究支援部大学史資料室事務室 2017年度 2018年4月1日 10年 2027年度末 紙 事務室
総務部学術情報課アーカイブ室アーカイ
ブ係

廃棄 保存期間について法規係と調整済み

学術情報課 管理・運営
各種委員会の記録に関するも
ので重要なもの

平成29年度大学史資料室室員会議会議事要旨 教育研究支援部大学史資料室事務室 2017年度 2018年4月1日 10年 2027年度末 紙 事務室
総務部学術情報課アーカイブ室アーカイ
ブ係

廃棄 保存期間について法規係と調整済み

学術情報課 人事 勤務時間記録簿 平成29年勤務時間記録簿 教育研究支援部大学史資料室事務室 2017年 2018年1月1日 5年 2022年末 紙 事務室
総務部学術情報課アーカイブ室アーカイ
ブ係

廃棄

学術情報課 会計 旅行命令簿 平成29年度旅行命令簿 教育研究支援部大学史資料室事務室 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室
総務部学術情報課アーカイブ室アーカイ
ブ係

廃棄

学術情報課 会計 物品購入依頼書 平成29年度購入依頼書 教育研究支援部大学史資料室事務室 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室
総務部学術情報課アーカイブ室アーカイ
ブ係

廃棄

学術情報課 人事 勤務時間記録簿（非常勤） 平成29年度勤務時間記録簿 教育研究支援部大学史資料室事務室 2017年度 2018年4月1日 無期限 紙 事務室
総務部学術情報課アーカイブ室アーカイ
ブ係

廃棄

学術情報課 管理・運営
各種委員会の記録に関するも
ので重要なもの

平成30年度大学史資料室運営委員会議事要旨
総務部学術情報課大学史資料室事務
室

2018年度 2019年4月1日 10年 2028年度末 紙 事務室
総務部学術情報課アーカイブ室アーカイ
ブ係

廃棄 保存期間について法規係と調整済み

学術情報課 管理・運営
各種委員会の記録に関するも
ので重要なもの

平成30年度大学史資料室室員会議会議事要旨
総務部学術情報課大学史資料室事務
室

2018年度 2019年4月1日 10年 2028年度末 紙 事務室
総務部学術情報課アーカイブ室アーカイ
ブ係

廃棄 保存期間について法規係と調整済み

学術情報課 人事 勤務時間記録簿 平成30年勤務時間記録簿
総務部学術情報課大学史資料室事務
室

2018年度 2019年1月1日 5年 2023年末 紙 事務室
総務部学術情報課アーカイブ室アーカイ
ブ係

廃棄

学術情報課 会計 旅行命令簿 平成30年度旅行命令簿
総務部学術情報課大学史資料室事務
室

2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室
総務部学術情報課アーカイブ室アーカイ
ブ係

廃棄

学術情報課 会計 物品購入依頼書 平成30年度購入依頼書
総務部学術情報課大学史資料室事務
室

2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室
総務部学術情報課アーカイブ室アーカイ
ブ係

廃棄

学術情報課 人事 勤務時間記録簿（非常勤） 平成30年度勤務時間記録簿
総務部学術情報課大学史資料室事務
室

2018年度 2019年4月1日 無期限 紙 事務室
総務部学術情報課アーカイブ室アーカイ
ブ係

廃棄

学術情報課 管理・運営
各種委員会の記録に関するも
ので重要なもの

令和元年度大学史資料室運営委員会議事要旨
総務部学術情報課大学史資料室事務
室

2019年度 2020年4月1日 10年 2029年度末 紙 事務室
総務部学術情報課アーカイブ室アーカイ
ブ係

廃棄 保存期間について法規係と調整済み

学術情報課 管理・運営
各種委員会の記録に関するも
ので重要なもの

令和元年度大学史資料室室員会議会議事要旨
総務部学術情報課大学史資料室事務
室

2019年度 2020年4月1日 10年 2029年度末 紙 事務室
総務部学術情報課アーカイブ室アーカイ
ブ係

廃棄 保存期間について法規係と調整済み

学術情報課 人事 勤務時間記録簿 令和元年勤務時間記録簿
総務部学術情報課大学史資料室事務
室

2019年度 2020年1月1日 5年 2024年末 紙 事務室
総務部学術情報課アーカイブ室アーカイ
ブ係

廃棄

学術情報課 人事
休暇簿等の給与簿に関するも
の

令和元年度休暇簿
総務部学術情報課大学史資料室事務
室

2019年度 2020年4月1日 3年 2022年度末 紙 事務室
総務部学術情報課アーカイブ室アーカイ
ブ係

廃棄

学術情報課 会計 旅行命令簿 令和元年度旅行命令簿
総務部学術情報課大学史資料室事務
室

2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室
総務部学術情報課アーカイブ室アーカイ
ブ係

廃棄

学術情報課 会計 物品購入依頼書 令和元年度購入依頼書
総務部学術情報課大学史資料室事務
室

2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室
総務部学術情報課アーカイブ室アーカイ
ブ係

廃棄

学術情報課 人事 勤務時間記録簿（非常勤） 令和元年度勤務時間記録簿
総務部学術情報課大学史資料室事務
室

2019年度 2020年1月1日 無期限 紙 事務室
総務部学術情報課アーカイブ室アーカイ
ブ係

廃棄

学術情報課 人事 出張に関するもの 令和2年度旅行命令伺 総務部学術情報課学術企画係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 総務部学術情報課学術企画係 廃棄

学術情報課 管理・運営 各種統計調査に関するもの 令和2年度学術情報基盤実態調査 総務部学術情報課学術企画係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 総務部学術情報課学術企画係 廃棄

学術情報課 人事
休暇簿等の給与簿に関するも
の

令和2年度休暇簿 総務部学術情報課学術企画係 2020年度 2021年4月1日 3年 2023年度末 紙 事務室 総務部学術情報課学術企画係 廃棄

学術情報課 人事 勤務時間記録簿 令和2年度勤務時間記録簿 総務部学術情報課学術企画係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 総務部学術情報課学術企画係 廃棄

学術情報課 人事
勤務時間記録に関するもので
あって，5年保存が必要である
と認めるもの

令和2年度勤務日及び勤務時間表 総務部学術情報課学術企画係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 総務部学術情報課学術企画係 廃棄

学術情報課 人事 研修に関するもの 令和2年度研修関係資料 総務部学術情報課学術企画係 2020年度 2021年4月1日 3年 2023年度末 紙 事務室 総務部学術情報課学術企画係 廃棄

学術情報課 管理・運営 他機関からの通知文書 令和2年度国立教育系大学附属図書館協議会に関する資料 総務部学術情報課学術企画係 2020年度 2021年4月1日 3年 2023年度末 紙 事務室 総務部学術情報課学術企画係 廃棄

学術情報課 管理・運営 他機関からの通知文書 令和2年度国立大学図書館協会に関する資料 総務部学術情報課学術企画係 2020年度 2021年4月1日 3年 2023年度末 紙 事務室 総務部学術情報課学術企画係 廃棄

学術情報課 管理・運営 各種統計調査に関するもの 令和2年度図書館調査 総務部学術情報課学術企画係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 総務部学術情報課学術企画係 廃棄

学術情報課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

令和2年度非常勤職員勤務時間記録簿 総務部学術情報課学術企画係 2020年度 2021年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部学術情報課学術企画係 廃棄

学術情報課 管理・運営
本学が発行する広報，学報，
職員録等（保存用）

令和2年度東京学芸大学附属図書館概要　保存用 総務部学術情報課学術企画係 2020年度 2021年4月1日 無期限
電子:共有サー
バー内

ICTセンターサー
バ

総務部学術情報課学術企画係 廃棄

学術情報課 会計 資産目録 令和2年度図書資産目録
総務部学術情報課学術リソース管理
係

2020年度 2021年4月1日 無期限
電子:共有サー
バー内

ICTセンターサー
バ

総務部学術情報課学術リソース管理係
（図書担当）

廃棄
「東京学芸大学図書管理事務取扱実施細則」
にある「資産目録」という表現を使う

学術情報課 附属図書館
図書館資料の購入に関する決
裁文書

令和2年度教員推選図書関連文書ファイル
総務部学術情報課学術リソース管理
係

2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室
総務部学術情報課学術リソース管理係
（図書担当）

廃棄

学術情報課 附属図書館
図書館資料の寄贈に関する決
裁文書

令和2年度図書館資料寄贈受入関係
総務部学術情報課学術リソース管理
係

2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室
総務部学術情報課学術リソース管理係
（図書担当）

廃棄

学術情報課 附属図書館
外国新刊図書購入価格に関
する決裁文書

令和2年度外国新刊図書購入価格について
総務部学術情報課学術リソース管理
係

2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室
総務部学術情報課学術リソース管理係
（図書担当）

廃棄

学術情報課 附属図書館
図書館資料の購入に関する決
裁文書

令和2年度図書館推選図書関連文書ファイル
総務部学術情報課学術リソース管理
係

2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室
総務部学術情報課学術リソース管理係
（図書担当）

廃棄

学術情報課 附属図書館
図書館資料の除却及び処分
に関する決裁文書

令和2年度物品（図書）の除却・譲渡関係
総務部学術情報課学術リソース管理
係

2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室
総務部学術情報課学術リソース管理係
（図書担当）

廃棄

学術情報課 附属図書館
図書館資料の購入に関する決
裁文書

令和2年度留学生用図書購入伺
総務部学術情報課学術リソース管理
係

2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室
総務部学術情報課学術リソース管理係
（図書担当）

廃棄

学術情報課 附属図書館
図書館資料の購入に関する決
裁文書

令和2年度雑誌購読調査（外国・国内雑誌）
総務部学術情報課学術リソース管理
係

2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室
総務部学術情報課学術リソース管理係
（雑誌担当）

廃棄

学術情報課 附属図書館
図書館資料の購入に関する決
裁文書

令和2年度外国雑誌予約関係資料
総務部学術情報課学術リソース管理
係

2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室
総務部学術情報課学術リソース管理係
（雑誌担当）

廃棄

学術情報課 附属図書館
図書館資料の購入に関する決
裁文書

令和2年度前金外国雑誌契約関係資料
総務部学術情報課学術リソース管理
係

2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室
総務部学術情報課学術リソース管理係
（雑誌担当）

廃棄

学術情報課 附属図書館
図書館資料の購入に関する決
裁文書

令和2年度前金外国雑誌精算関係資料
総務部学術情報課学術リソース管理
係

2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室
総務部学術情報課学術リソース管理係
（雑誌担当）

廃棄

学術情報課 附属図書館
図書館資料の製本及び修理
に関する決裁文書

令和2年度製本関係資料
総務部学術情報課学術リソース管理
係

2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室
総務部学術情報課学術リソース管理係
（雑誌担当）

廃棄

学術情報課 附属図書館
電子ジャーナル・データベース
利用申請関係資料

令和2年度電子ジャーナル・データベース利用申請関係資料
総務部学術情報課学術リソース管理
係

2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室
総務部学術情報課学術リソース管理係
（雑誌担当）

廃棄

学術情報課 附属図書館
研究用図書購入予算執行状
況に関するもの

令和2年度研究用図書購入予算執行状況
総務部学術情報課学術リソース管理
係

2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室
総務部学術情報課学術リソース管理係
（雑誌担当）

廃棄

学術情報課 附属図書館
図書館資料の購入に関する決
裁文書

令和2年度図書館資料購入依頼・発注情報ファイル及び関連文書
ファイル

総務部学術情報課学術リソース管理
係

2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 電子情報
ICTセンターサー
バ

総務部学術情報課学術リソース管理係
（図書・雑誌担当）

廃棄 図書は電子データ

学術情報課 附属図書館
図書館資料の購入に関する決
裁文書

令和2年度図書館資料購入依頼・発注情報ファイル及び関連文書
ファイル

総務部学術情報課学術リソース管理
係

2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室
総務部学術情報課学術リソース管理係
（図書・雑誌担当）

廃棄 図書は電子データ

学術情報課 附属図書館
図書館資料の購入に関する決
裁文書

令和2年度図書館資料購入伝票及び関連文書ファイル
総務部学術情報課学術リソース管理
係

2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室
総務部学術情報課学術リソース管理係
（図書・雑誌担当）

廃棄

学術情報課 附属図書館
図書館資料の利用に関する決
裁文書

令和2年度附属図書館資料撮影等利用に関する文書 教育研究支援部学術情報課副課長 2020年度 2021年4月1日 3年 2023年度末 紙 事務室 総務部学術情報課副課長 廃棄

学術情報課 管理・運営 各種委員会に関するもの 令和2年度学術情報委員会関係文書ファイル 教育研究支援部学術情報課副課長 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 総務部学術情報課副課長 移管 歴史的緊急事態関連

学術情報課 管理・運営
本学の規程等の制定改廃に
関するもの

令和2年度附属図書館規程・内規等 教育研究支援部学術情報課副課長 2020年度 2021年4月1日 30年 2050年度末 紙 事務室 総務部学術情報課副課長 廃棄

学術情報課 会計 予算配分に関する文書 令和2年度予算関係 教育研究支援部学術情報課副課長 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 総務部学術情報課副課長 移管 歴史的緊急事態関連

学術情報課 会計
文献複写等料金の収受の関
係で，10年保存が必要である
と認めるもの

令和2年度収入金払込書 総務部学術情報課利用者サービス係 2020年度 2021年4月1日 10年 2030年度末 紙 事務室 総務部学術情報課利用者サービス係 廃棄

学術情報課 会計
債権発生通知及びこれに関す
る決裁文書

令和2年度文献複写に伴う債権発生について  (通知） 総務部学術情報課利用者サービス係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 総務部学術情報課利用者サービス係 廃棄

学術情報課 附属図書館
文献複写等(依頼)の関係で，5
年保存が必要であると認める
もの

令和2年度文献複写依頼簿 総務部学術情報課利用者サービス係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 総務部学術情報課利用者サービス係 廃棄

学術情報課 附属図書館
文献複写等(依頼)の関係で，5
年保存が必要であると認める
もの

令和2年度文献複写受付簿 総務部学術情報課利用者サービス係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 総務部学術情報課利用者サービス係 廃棄

学術情報課 会計
文献複写等料金の収受の関
係で，10年保存が必要である
と認めるもの

令和2年度領収証書 総務部学術情報課利用者サービス係 2020年度 2021年4月1日 10年 2025年度末 紙 事務室 総務部学術情報課利用者サービス係 廃棄

学術情報課 附属図書館
図書館の利用申請に関するも
の

令和2年度図書館利用証申込書 総務部学術情報課利用者サービス係 2020年度 未定
有効期間終了後1
年

未定 紙 事務室 総務部学術情報課利用者サービス係 廃棄

学術情報課 附属図書館 図書館の利用に関する文書 令和2年度時間外開館業務日誌 総務部学術情報課利用者サービス係 2020年度 2021年4月1日 3年 2023年度末 紙 事務室 総務部学術情報課利用者サービス係 廃棄

学術情報課 管理・運営
各種委員会の記録に関するも
ので重要なもの

令和2年度大学史資料室運営委員会議事要旨
総務部学術情報課大学史資料室事務
室

2020年度 2021年4月1日 10年 2030年度末 紙 事務室
総務部学術情報課アーカイブ室アーカイ
ブ係

廃棄 保存期間について法規係と調整済み

学術情報課 管理・運営
各種委員会の記録に関するも
ので重要なもの

令和2年度大学史資料室室員会議会議事要旨
総務部学術情報課大学史資料室事務
室

2020年度 2021年4月1日 10年 2030年度末 紙 事務室
総務部学術情報課アーカイブ室アーカイ
ブ係

廃棄 保存期間について法規係と調整済み
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法人文書ファイル管理簿データ（全学）

部局名 １）大分類 ２）中分類 ３）小分類（法人文書ファイル名） ４）作成・取得者
５）作成・取得年度
等

６）起算日 ７）保存期間
８）保存期間
    満了時期

９）媒体の種別 10）保存場所 11）管理担当課・係
12)保存期間満
了時の措置

備考

学術情報課 人事 勤務時間記録簿 令和2年勤務時間記録簿
総務部学術情報課大学史資料室事務
室

2020年度 2021年1月1日 5年 2025年末 紙 事務室
総務部学術情報課アーカイブ室アーカイ
ブ係

廃棄

学術情報課 人事
休暇簿等の給与簿に関するも
の

令和2年度休暇簿
総務部学術情報課大学史資料室事務
室

2020年度 2021年4月1日 3年 2023年度末 紙 事務室
総務部学術情報課アーカイブ室アーカイ
ブ係

廃棄

学術情報課 会計 物品購入依頼書 令和2年度購入依頼書
総務部学術情報課大学史資料室事務
室

2020年度 2021年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室
総務部学術情報課アーカイブ室アーカイ
ブ係

廃棄

学術情報課 人事 勤務時間記録簿（非常勤） 令和2年度勤務時間記録簿
総務部学術情報課大学史資料室事務
室

2020年度 2021年1月1日 無期限 紙 事務室
総務部学術情報課アーカイブ室アーカイ
ブ係

廃棄

学術情報課 管理・運営 学内通知文書 令和2年度学内一般文書綴
総務部学術情報課大学史資料室事務
室

2020年度 2021年4月1日 1年 2022年度末 紙 事務室
総務部学術情報課アーカイブ室アーカイ
ブ係

廃棄

学術情報課 管理・運営 学内通知文書 令和2年度学内回答文書綴
総務部学術情報課大学史資料室事務
室

2020年度 2021年4月1日 1年 2022年度末 紙 事務室
総務部学術情報課アーカイブ室アーカイ
ブ係

廃棄

学術情報課 附属図書館
図書館資料の利用に関する決
裁文書

令和3年度附属図書館資料撮影等利用に関する文書 教育研究支援部学術情報課副課長 2021年度 2022年4月1日 3年 2024年度末 紙 事務室 総務部学術情報課副課長 廃棄

学術情報課 管理・運営 各種委員会に関するもの 令和3年度学術情報委員会関係文書ファイル 教育研究支援部学術情報課副課長 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 総務部学術情報課副課長 移管 歴史的緊急事態関連

学術情報課 管理・運営
本学の規程等の制定改廃に
関するもの

令和3年度附属図書館規程・内規等 教育研究支援部学術情報課副課長 2021年度 2022年4月1日 30年 2051年度末 紙 事務室 総務部学術情報課副課長 廃棄

学術情報課 会計 予算配分に関する文書 令和3年度予算関係 教育研究支援部学術情報課副課長 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 総務部学術情報課副課長 移管 歴史的緊急事態関連

学術情報課 人事 出張に関するもの 令和3年度旅行命令伺 総務部学術情報課学術企画係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 総務部学術情報課学術企画係 廃棄

学術情報課 管理・運営 各種統計調査に関するもの 令和3年度学術情報基盤実態調査 総務部学術情報課学術企画係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 総務部学術情報課学術企画係 廃棄

学術情報課 人事
休暇簿等の給与簿に関するも
の

令和3年度休暇簿 総務部学術情報課学術企画係 2021年度 2022年4月1日 3年 2024年度末 紙 事務室 総務部学術情報課学術企画係 廃棄

学術情報課 人事 勤務時間記録簿 令和3年度勤務時間記録簿 総務部学術情報課学術企画係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 総務部学術情報課学術企画係 廃棄

学術情報課 人事
勤務時間記録に関するもので
あって，5年保存が必要である
と認めるもの

令和3年度勤務日及び勤務時間表 総務部学術情報課学術企画係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 総務部学術情報課学術企画係 廃棄

学術情報課 人事 研修に関するもの 令和3年度研修関係資料 総務部学術情報課学術企画係 2021年度 2022年4月1日 3年 2024年度末 紙 事務室 総務部学術情報課学術企画係 廃棄

学術情報課 管理・運営 他機関からの通知文書 令和3年度国立教育系大学附属図書館協議会に関する資料 総務部学術情報課学術企画係 2021年度 2022年4月1日 3年 2024年度末 紙 事務室 総務部学術情報課学術企画係 廃棄

学術情報課 管理・運営 他機関からの通知文書 令和3年度国立大学図書館協会に関する資料 総務部学術情報課学術企画係 2021年度 2022年4月1日 3年 2024年度末 紙 事務室 総務部学術情報課学術企画係 廃棄

学術情報課 管理・運営 各種統計調査に関するもの 令和3年度図書館調査 総務部学術情報課学術企画係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 総務部学術情報課学術企画係 廃棄

学術情報課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

令和3年度非常勤職員勤務時間記録簿 総務部学術情報課学術企画係 2021年度 2022年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部学術情報課学術企画係 廃棄

学術情報課 管理・運営
本学が発行する広報，学報，
職員録等（保存用）

令和3年度東京学芸大学附属図書館概要　保存用 総務部学術情報課学術企画係 2021年度 2022年4月1日 無期限
電子:共有サー
バー内

ICTセンターサー
バ

総務部学術情報課学術企画係 廃棄

学術情報課 会計 資産目録 令和3年度図書資産目録
総務部学術情報課学術リソース管理
係

2021年度 2022年4月1日 無期限
電子:共有サー
バー内

ICTセンターサー
バ

総務部学術情報課学術リソース管理係
（図書担当）

廃棄
「東京学芸大学図書管理事務取扱実施細則」
にある「資産目録」という表現を使う

学術情報課 附属図書館
図書館資料の購入に関する決
裁文書

令和3年度教員推選図書関連文書ファイル
総務部学術情報課学術リソース管理
係

2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室
総務部学術情報課学術リソース管理係
（図書担当）

廃棄

学術情報課 附属図書館
図書館資料の寄贈に関する決
裁文書

令和3年度図書館資料寄贈受入関係
総務部学術情報課学術リソース管理
係

2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室
総務部学術情報課学術リソース管理係
（図書担当）

廃棄

学術情報課 附属図書館
外国新刊図書購入価格に関
する決裁文書

令和3年度外国新刊図書購入価格について
総務部学術情報課学術リソース管理
係

2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室
総務部学術情報課学術リソース管理係
（図書担当）

廃棄

学術情報課 附属図書館
図書館資料の購入に関する決
裁文書

令和3年度図書館推選図書関連文書ファイル
総務部学術情報課学術リソース管理
係

2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室
総務部学術情報課学術リソース管理係
（図書担当）

廃棄

学術情報課 附属図書館
図書館資料の除却及び処分
に関する決裁文書

令和3年度物品（図書）の除却・譲渡関係
総務部学術情報課学術リソース管理
係

2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室
総務部学術情報課学術リソース管理係
（図書担当）

廃棄

学術情報課 附属図書館
図書館資料の購入に関する決
裁文書

令和3年度留学生用図書購入伺
総務部学術情報課学術リソース管理
係

2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室
総務部学術情報課学術リソース管理係
（図書担当）

廃棄

学術情報課 附属図書館
図書館資料の購入に関する決
裁文書

令和3年度図書館資料購入依頼・発注情報ファイル及び関連文書
ファイル

総務部学術情報課学術リソース管理
係

2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 電子情報
ICTセンターサー
バ

総務部学術情報課学術リソース管理係
（図書・雑誌担当）

廃棄 図書は電子データ

学術情報課 附属図書館
図書館資料の購入に関する決
裁文書

令和3年度図書館資料購入依頼・発注情報ファイル及び関連文書
ファイル

総務部学術情報課学術リソース管理
係

2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室
総務部学術情報課学術リソース管理係
（図書・雑誌担当）

廃棄 図書は電子データ

学術情報課 附属図書館
図書館資料の購入に関する決
裁文書

令和3年度図書館資料購入伝票及び関連文書ファイル
総務部学術情報課学術リソース管理
係

2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室
総務部学術情報課学術リソース管理係
（図書・雑誌担当）

廃棄

学術情報課 附属図書館
図書館資料の購入に関する決
裁文書

令和3年度雑誌購読調査（外国・国内雑誌）
総務部学術情報課学術リソース管理
係

2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室
総務部学術情報課学術リソース管理係
（雑誌担当）

廃棄

学術情報課 附属図書館
図書館資料の購入に関する決
裁文書

令和3年度外国雑誌予約関係資料
総務部学術情報課学術リソース管理
係

2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室
総務部学術情報課学術リソース管理係
（雑誌担当）

廃棄

学術情報課 附属図書館
図書館資料の購入に関する決
裁文書

令和3年度前金外国雑誌契約関係資料
総務部学術情報課学術リソース管理
係

2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室
総務部学術情報課学術リソース管理係
（雑誌担当）

廃棄

学術情報課 附属図書館
図書館資料の購入に関する決
裁文書

令和3年度前金外国雑誌精算関係資料
総務部学術情報課学術リソース管理
係

2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室
総務部学術情報課学術リソース管理係
（雑誌担当）

廃棄

学術情報課 附属図書館
図書館資料の製本及び修理
に関する決裁文書

令和3年度製本関係資料
総務部学術情報課学術リソース管理
係

2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室
総務部学術情報課学術リソース管理係
（雑誌担当）

廃棄

学術情報課 附属図書館
電子ジャーナル・データベース
利用申請関係資料

令和3年度電子ジャーナル・データベース利用申請関係資料
総務部学術情報課学術リソース管理
係

2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室
総務部学術情報課学術リソース管理係
（雑誌担当）

廃棄

学術情報課 附属図書館
研究用図書購入予算執行状
況に関するもの

令和3年度研究用図書購入予算執行状況
総務部学術情報課学術リソース管理
係

2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室
総務部学術情報課学術リソース管理係
（雑誌担当）

廃棄

学術情報課 附属図書館
図書館の利用申請に関するも
の

令和3年度図書館利用証申込書 総務部学術情報課利用者サービス係 2021年度 未定
有効期間終了後1
年

未定 紙 事務室 総務部学術情報課利用者サービス係 廃棄

学術情報課 附属図書館 図書館の利用に関する文書 令和3年度時間外開館業務日誌 総務部学術情報課利用者サービス係 2021年度 2022年4月1日 3年 2024年度末 紙 事務室 総務部学術情報課利用者サービス係 廃棄

学術情報課 附属図書館
図書館の利用に関する決裁文
書

令和3年度ラーニングコモンズ利用申請書 総務部学術情報課利用者サービス係 2021年度 2022年4月1日 1年 2022年度末 紙 事務室 総務部学術情報課利用者サービス係 廃棄

学術情報課 管理・運営
各種委員会の記録に関するも
ので重要なもの

令和3年度大学史資料室運営委員会議事要旨
総務部学術情報課大学史資料室事務
室

2021年度 2022年4月1日 10年 2031年度末 紙 事務室
総務部学術情報課アーカイブ室アーカイ
ブ係

廃棄 保存期間について法規係と調整済み

学術情報課 管理・運営
各種委員会の記録に関するも
ので重要なもの

令和3年度大学史資料室室員会議議事要旨
総務部学術情報課大学史資料室事務
室

2021年度 2022年4月1日 10年 2031年度末 紙 事務室
総務部学術情報課アーカイブ室アーカイ
ブ係

廃棄 保存期間について法規係と調整済み

学術情報課 人事
休暇簿等の給与簿に関するも
の

令和3年度休暇簿
総務部学術情報課大学史資料室事務
室

2021年度 2022年4月1日 3年 2024年度末 紙 事務室
総務部学術情報課アーカイブ室アーカイ
ブ係

廃棄

学術情報課 会計 物品購入依頼書 令和3年度購入依頼書
総務部学術情報課大学史資料室事務
室

2021年度 2022年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室
総務部学術情報課アーカイブ室アーカイ
ブ係

廃棄

学術情報課 人事 勤務時間記録簿（非常勤） 令和3年度勤務時間記録簿
総務部学術情報課大学史資料室事務
室

2021年度 2022年1月1日 無期限 紙 事務室
総務部学術情報課アーカイブ室アーカイ
ブ係

廃棄

学術情報課 管理・運営 学内通知文書 令和3年度学内一般文書綴
総務部学術情報課大学史資料室事務
室

2021年度 2022年4月1日 1年 2023年度末 紙 事務室
総務部学術情報課アーカイブ室アーカイ
ブ係

廃棄

学術情報課 管理・運営 学内通知文書 令和3年度学内回答文書綴
総務部学術情報課大学史資料室事務
室

2021年度 2022年4月1日 1年 2023年度末 紙 事務室
総務部学術情報課アーカイブ室アーカイ
ブ係

廃棄

学術情報課 会計
文献複写等料金の収受の関
係で，10年保存が必要である
と認めるもの

令和3年度収入金払込書 総務部学術情報課利用者サービス係 2021年度 2022年4月1日 10年 2031年度末 紙 事務室 総務部学術情報課利用者サービス係 廃棄

学術情報課 会計
債権発生通知及びこれに関す
る決裁文書

令和3年度文献複写に伴う債権発生について  (通知） 総務部学術情報課利用者サービス係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 総務部学術情報課利用者サービス係 廃棄

学術情報課 附属図書館
文献複写等(依頼)の関係で，5
年保存が必要であると認める
もの

令和3年度文献複写依頼簿 総務部学術情報課利用者サービス係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 総務部学術情報課利用者サービス係 廃棄

学術情報課 附属図書館
文献複写等(依頼)の関係で，5
年保存が必要であると認める
もの

令和3年度文献複写受付簿 総務部学術情報課利用者サービス係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 総務部学術情報課利用者サービス係 廃棄

学術情報課 会計
文献複写等料金の収受の関
係で，10年保存が必要である
と認めるもの

令和3年度領収証書 総務部学術情報課利用者サービス係 2021年度 2022年4月1日 10年 2026年度末 紙 事務室 総務部学術情報課利用者サービス係 廃棄

学術情報課 附属図書館 図書館広報（保存用） 令和3年度東京学芸大学附属図書館かわらばん　保存用 総務部学術情報課利用者サービス係 2021年度 2022年4月1日 無期限
電子:共有サー
バー内

ICTセンターサー
バ

総務部学術情報課利用者サービス係 廃棄

情報基盤課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成8年度非常勤職員出勤簿 情報処理センター 1996年度 1997年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部情報基盤課情報基盤係 廃棄

情報基盤課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成8年度非常勤講師出勤簿 情報処理センター 1996年度 1997年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部情報基盤課情報基盤係 廃棄

情報基盤課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成9年度非常勤職員出勤簿 情報処理センター 1997年度 1998年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部情報基盤課情報基盤係 廃棄

情報基盤課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成9年度非常勤講師出勤簿 情報処理センター 1997年度 1998年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部情報基盤課情報基盤係 廃棄

情報基盤課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成10年度非常勤職員出勤簿 情報処理センター 1998年度 1999年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部情報基盤課情報基盤係 廃棄

情報基盤課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成10年度非常勤講師出勤簿 情報処理センター 1998年度 1999年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部情報基盤課情報基盤係 廃棄

情報基盤課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成11年度非常勤職員出勤簿 情報処理センター 1999年度 2000年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部情報基盤課情報基盤係 廃棄
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了時の措置

備考

情報基盤課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成11年度非常勤講師出勤簿 情報処理センター 1999年度 2000年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部情報基盤課情報基盤係 廃棄

情報基盤課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成12年度非常勤職員出勤簿 情報処理センター 2000年度 2001年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部情報基盤課情報基盤係 廃棄

情報基盤課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成12年度非常勤講師出勤簿 情報処理センター 2000年度 2001年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部情報基盤課情報基盤係 廃棄

情報基盤課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成13年度非常勤講師出勤簿 情報処理センター 2001年度 2002年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部情報基盤課情報基盤係 廃棄

情報基盤課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成13年度非常勤職員出勤簿 情報処理センター 2001年度 2002年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部情報基盤課情報基盤係 廃棄

情報基盤課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成14年度非常勤講師出勤簿 情報処理センター 2002年度 2003年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部情報基盤課情報基盤係 廃棄

情報基盤課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成14年度非常勤職員出勤簿 情報処理センター 2002年度 2003年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部情報基盤課情報基盤係 廃棄

情報基盤課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成15年度非常勤講師出勤簿 情報処理センター 2003年度 2004年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部情報基盤課情報基盤係 廃棄

情報基盤課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成15年度非常勤職員出勤簿 情報処理センター 2003年度 2004年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部情報基盤課情報基盤係 廃棄

情報基盤課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成16年度非常勤出勤簿 学系支援課施設・センター事務係 2004年度 2005年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部情報基盤課情報基盤係 廃棄

情報基盤課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

勤務時間（始業・終業時刻）記録簿（平成19年度：非常勤　職員）
教育研究支援部情報基盤課情報基盤
係

2007年度 2008年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部情報基盤課情報基盤係 廃棄

情報基盤課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

勤務時間（始業・終業時刻）記録簿（平成20年度：非常勤　職員）
教育研究支援部情報基盤課情報基盤
係

2008年度 2009年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部情報基盤課情報基盤係 廃棄

情報基盤課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

勤務時間（始業・終業時刻）記録簿（平成21年度：非常勤　職員）
教育研究支援部情報基盤課情報基盤
係

2009年度 2010年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部情報基盤課情報基盤係 廃棄

情報基盤課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

勤務時間（始業・終業時刻）記録簿（平成22年度：非常勤　職員）
教育研究支援部情報基盤課情報基盤
係

2010年度 2011年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部情報基盤課情報基盤係 廃棄

情報基盤課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

勤務時間（始業・終業時刻）記録簿（平成23年度：非常勤　職員）
教育研究支援部情報基盤課情報基盤
係

2011年度 2012年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部情報基盤課情報基盤係 廃棄

情報基盤課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

勤務時間（始業・終業時刻）記録簿（平成24年度：非常勤　職員）
教育研究支援部情報基盤課情報基盤
係

2012年度 2013年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部情報基盤課情報基盤係 廃棄

情報基盤課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

勤務時間（始業・終業時刻）記録簿（平成25年度：非常勤　職員）
教育研究支援部情報基盤課情報基盤
係

2013年度 2014年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部情報基盤課情報基盤係 廃棄

情報基盤課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

勤務時間（始業・終業時刻）記録簿（平成26年度：非常勤　職員）
教育研究支援部情報基盤課情報基盤
係

2014年度 2015年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部情報基盤課情報基盤係 廃棄

情報基盤課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

勤務時間（始業・終業時刻）記録簿（平成27年度：非常勤　職員）
教育研究支援部情報基盤課情報基盤
係

2015年度 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部情報基盤課情報基盤係 廃棄

情報基盤課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

勤務時間（始業・終業時刻）記録簿（平成28年度：非常勤　職員）
教育研究支援部情報基盤課情報基盤
係

2016年度 2017年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部情報基盤課情報基盤係 廃棄

情報基盤課 管理・運営 各種委員会に関するもの 平成29年度　情報セキュリティ委員会
教育研究支援部情報基盤課事務情報
係

2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 総務部情報基盤課情報基盤係 廃棄

情報基盤課 管理・運営 一般文書（情報基盤課） 平成29年度　一般文書（情報基盤課）
教育研究支援部情報基盤課事務情報
係

2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 総務部情報基盤課情報基盤係 廃棄

情報基盤課 管理・運営 各種委員会に関するもの 平成29年度　情報処理センター運営委員会
教育研究支援部情報基盤課情報基盤
係

2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 総務部情報基盤課情報基盤係 廃棄

情報基盤課 管理・運営 各種委員会に関するもの 平成29年度　情報処理センター所員会議
教育研究支援部情報基盤課情報基盤
係

2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 総務部情報基盤課情報基盤係 廃棄

情報基盤課 管理・運営 一般文書（情報処理センター） 平成29年度　一般文書（情報処理センター）
教育研究支援部情報基盤課情報基盤
係

2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 総務部情報基盤課情報基盤係 廃棄

情報基盤課 人事 勤務時間記録簿 勤務状況申告書（平成29年度：常勤　教員）
教育研究支援部情報基盤課情報基盤
係

2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 総務部情報基盤課情報基盤係 廃棄

情報基盤課 人事 勤務時間記録簿 勤務時間（始業・終業時刻）記録簿（平成29年度：常勤　職員）
教育研究支援部情報基盤課情報基盤
係

2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 総務部情報基盤課情報基盤係 廃棄

情報基盤課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

勤務時間（始業・終業時刻）記録簿（平成29年度：非常勤　職員）
教育研究支援部情報基盤課情報基盤
係

2017年度 2018年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部情報基盤課情報基盤係 廃棄

情報基盤課 会計 科学研究費補助金収支簿 科学研究費補助金（平成29年度）
教育研究支援部情報基盤課情報基盤
係

2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 総務部情報基盤課情報基盤係 廃棄

情報基盤課 会計 旅行命令簿 平成29年度　予算関係（情報基盤課）
教育研究支援部情報基盤課情報基盤
係

2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 総務部情報基盤課情報基盤係 廃棄

情報基盤課 会計 旅行命令簿 平成29年度　予算関係（情報処理センター）
教育研究支援部情報基盤課情報基盤
係

2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 総務部情報基盤課情報基盤係 廃棄

情報基盤課 管理・運営 予算関係（情報基盤課） 平成29年度　予算関係（情報基盤課）
教育研究支援部情報基盤課事務情報
係

2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 総務部情報基盤課情報基盤係 廃棄

情報基盤課 管理・運営 予算関係（情報処理センター） 平成29年度　予算関係（情報処理センター）
教育研究支援部情報基盤課情報基盤
係

2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 総務部情報基盤課情報基盤係 廃棄

情報基盤課 管理・運営 情報処理センター利用申請書 平成29年度　情報処理センター利用申請書 情報処理センター 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 総務部情報基盤課情報システム係 廃棄

情報基盤課 管理・運営
東京学芸大学研究ネットワー
ク（GARNet）接続申請書

平成29年度　東京学芸大学研究ネットワーク（GARNet）接続申請
書

情報処理センター 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 総務部情報基盤課情報システム係 廃棄

情報基盤課 管理・運営 各種委員会に関するもの 平成29年度　情報基盤整備推進本部 教育研究支援部情報基盤課 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 総務部情報基盤課情報基盤係 廃棄

情報基盤課 管理・運営 各種委員会に関するもの 平成30年度　情報セキュリティ委員会
教育研究支援部情報基盤課事務情報
係

2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 総務部情報基盤課情報基盤係 廃棄

情報基盤課 管理・運営 一般文書（情報基盤課） 平成30年度　一般文書（情報基盤課）
教育研究支援部情報基盤課事務情報
係

2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 総務部情報基盤課情報基盤係 廃棄

情報基盤課 管理・運営 各種委員会に関するもの 平成30年度　情報処理センター運営委員会
教育研究支援部情報基盤課情報基盤
係

2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 総務部情報基盤課情報基盤係 廃棄

情報基盤課 管理・運営 各種委員会に関するもの 平成30年度　情報処理センター所員会議
教育研究支援部情報基盤課情報基盤
係

2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 総務部情報基盤課情報基盤係 廃棄

情報基盤課 管理・運営 一般文書（情報処理センター） 平成30年度　一般文書（情報処理センター）
教育研究支援部情報基盤課情報基盤
係

2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 総務部情報基盤課情報基盤係 廃棄

情報基盤課 人事 勤務時間記録簿 勤務状況申告書（平成30年度：常勤　教員）
教育研究支援部情報基盤課情報基盤
係

2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 総務部情報基盤課情報基盤係 廃棄

情報基盤課 人事 勤務時間記録簿 勤務時間（始業・終業時刻）記録簿（平成30年度：常勤　職員）
教育研究支援部情報基盤課情報基盤
係

2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 総務部情報基盤課情報基盤係 廃棄

情報基盤課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

勤務時間（始業・終業時刻）記録簿（平成30年度：非常勤　職員）
教育研究支援部情報基盤課情報基盤
係

2018年度 2019年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部情報基盤課情報基盤係 廃棄

情報基盤課 会計 科学研究費補助金収支簿 科学研究費補助金（平成30年度）
教育研究支援部情報基盤課情報基盤
係

2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 総務部情報基盤課情報基盤係 廃棄

情報基盤課 会計 旅行命令簿 平成30年度　予算関係（情報基盤課）
教育研究支援部情報基盤課情報基盤
係

2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 総務部情報基盤課情報基盤係 廃棄

情報基盤課 会計 旅行命令簿 平成30年度　予算関係（情報処理センター）
教育研究支援部情報基盤課情報基盤
係

2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 総務部情報基盤課情報基盤係 廃棄

情報基盤課 管理・運営 予算関係（情報基盤課） 平成30年度　予算関係（情報基盤課）
教育研究支援部情報基盤課事務情報
係

2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 総務部情報基盤課情報基盤係 廃棄

情報基盤課 管理・運営 予算関係（情報処理センター） 平成30年度　予算関係（情報処理センター）
教育研究支援部情報基盤課情報基盤
係

2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 総務部情報基盤課情報基盤係 廃棄

情報基盤課 管理・運営 情報処理センター利用申請書 平成30年度　情報処理センター利用申請書 情報処理センター 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 総務部情報基盤課情報システム係 廃棄

情報基盤課 管理・運営
東京学芸大学研究ネットワー
ク（GARNet）接続申請書

平成30年度　東京学芸大学研究ネットワーク（GARNet）接続申請
書

情報処理センター 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 総務部情報基盤課情報システム係 廃棄

情報基盤課 管理・運営 各種委員会に関するもの 平成30年度　情報基盤整備推進本部 教育研究支援部情報基盤課 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 総務部情報基盤課情報基盤係 廃棄

情報基盤課 管理・運営 各種委員会に関するもの 平成31年度　情報セキュリティ委員会 総務部情報基盤課事務情報係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 総務部情報基盤課情報基盤係 廃棄

情報基盤課 管理・運営 一般文書（情報基盤課） 平成31年度　一般文書（情報基盤課） 総務部情報基盤課事務情報係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 総務部情報基盤課情報基盤係 廃棄

情報基盤課 管理・運営 各種委員会に関するもの 平成31年度　ICTセンター運営委員会 総務部情報基盤課情報基盤係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 総務部情報基盤課情報基盤係 廃棄

情報基盤課 管理・運営 各種委員会に関するもの 平成31年度　ICTセンター所員会議 総務部情報基盤課情報基盤係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 総務部情報基盤課情報基盤係 廃棄

情報基盤課 管理・運営 一般文書（ICTセンター） 平成31年度　一般文書（ICTセンター） 総務部情報基盤課情報基盤係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 総務部情報基盤課情報基盤係 廃棄

情報基盤課 人事 勤務時間記録簿 勤務状況申告書（平成31年度：常勤　教員） 総務部情報基盤課情報基盤係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 総務部情報基盤課情報基盤係 廃棄

情報基盤課 人事 勤務時間記録簿 勤務時間（始業・終業時刻）記録簿（平成31年度：常勤　職員） 総務部情報基盤課情報基盤係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 総務部情報基盤課情報基盤係 廃棄

情報基盤課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

勤務時間（始業・終業時刻）記録簿（平成31年度：非常勤　職員） 総務部情報基盤課情報基盤係 2019年度 2020年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部情報基盤課情報基盤係 廃棄

情報基盤課 人事
休暇簿等の給与簿に関するも
の

休暇簿（平成31年度：常勤　教職員） 総務部情報基盤課情報基盤係 2019年 2020年1月1日 3年 2022年末 紙 事務室 総務部情報基盤課情報基盤係 廃棄
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部局名 １）大分類 ２）中分類 ３）小分類（法人文書ファイル名） ４）作成・取得者
５）作成・取得年度
等

６）起算日 ７）保存期間
８）保存期間
    満了時期

９）媒体の種別 10）保存場所 11）管理担当課・係
12)保存期間満
了時の措置

備考

情報基盤課 人事
休暇簿等の給与簿に関するも
の

休暇簿（平成31年度：非常勤　職員） 総務部情報基盤課情報基盤係 2019年 2020年1月1日 3年 2022年末 紙 事務室 総務部情報基盤課情報基盤係 廃棄

情報基盤課 会計 科学研究費補助金収支簿 科学研究費補助金（平成31年度） 総務部情報基盤課情報基盤係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 総務部情報基盤課情報基盤係 廃棄

情報基盤課 会計 旅行命令簿 平成31年度　予算関係（情報基盤課） 総務部情報基盤課情報基盤係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 総務部情報基盤課情報基盤係 廃棄

情報基盤課 会計 旅行命令簿 平成31年度　予算関係（ICTセンター） 総務部情報基盤課情報基盤係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 総務部情報基盤課情報基盤係 廃棄

情報基盤課 管理・運営 予算関係（情報基盤課） 平成31年度　予算関係（情報基盤課） 総務部情報基盤課事務情報係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 総務部情報基盤課情報基盤係 廃棄

情報基盤課 管理・運営 予算関係（ICTセンター） 平成31年度　予算関係（ICTセンター） 総務部情報基盤課情報基盤係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 総務部情報基盤課情報基盤係 廃棄

情報基盤課 管理・運営 ICTセンター利用申請書 平成31年度　ICTセンター利用申請書 ICTセンター 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 総務部情報基盤課情報システム係 廃棄

情報基盤課 管理・運営
東京学芸大学研究ネットワー
ク（GARNet）接続申請書

平成31年度　東京学芸大学研究ネットワーク（GARNet）接続申請
書

ICTセンター 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 総務部情報基盤課情報システム係 廃棄

情報基盤課 管理・運営 各種委員会に関するもの 平成31年度　情報基盤整備推進本部 総務部情報基盤課 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 総務部情報基盤課情報基盤係 廃棄

情報基盤課 管理・運営 各種委員会に関するもの 令和2年度　情報セキュリティ委員会 総務部情報基盤課事務情報係 2020年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 総務部情報基盤課情報基盤係 廃棄

情報基盤課 管理・運営 一般文書（情報基盤課） 令和2年度　一般文書（情報基盤課） 総務部情報基盤課事務情報係 2020年度 2020年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 総務部情報基盤課情報基盤係 廃棄

情報基盤課 管理・運営 各種委員会に関するもの 令和2年度　ICTセンター運営委員会 総務部情報基盤課情報基盤係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 総務部情報基盤課情報基盤係 廃棄

情報基盤課 管理・運営 各種委員会に関するもの 令和2年度　ICTセンター所員会議 総務部情報基盤課情報基盤係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 総務部情報基盤課情報基盤係 廃棄

情報基盤課 管理・運営 一般文書（ICTセンター） 令和2年度　一般文書（ICTセンター） 総務部情報基盤課情報基盤係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 総務部情報基盤課情報基盤係 廃棄

情報基盤課 人事 勤務時間記録簿 勤務状況申告書（令和2年度：常勤　教員） 総務部情報基盤課情報基盤係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 総務部情報基盤課情報基盤係 廃棄

情報基盤課 人事 勤務時間記録簿 勤務時間（始業・終業時刻）記録簿（令和2年度：常勤　職員） 総務部情報基盤課情報基盤係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 総務部情報基盤課情報基盤係 廃棄

情報基盤課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

勤務時間（始業・終業時刻）記録簿（令和2年度：非常勤　職員） 総務部情報基盤課情報基盤係 2020年度 2021年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部情報基盤課情報基盤係 廃棄

情報基盤課 人事
休暇簿等の給与簿に関するも
の

休暇簿（令和2年度：常勤　教職員） 総務部情報基盤課情報基盤係 2020年 2021年1月1日 3年 2023年末 紙 事務室 総務部情報基盤課情報基盤係 廃棄

情報基盤課 人事
休暇簿等の給与簿に関するも
の

休暇簿（令和2年度：非常勤　職員） 総務部情報基盤課情報基盤係 2020年 2021年1月1日 3年 2023年末 紙 事務室 総務部情報基盤課情報基盤係 廃棄

情報基盤課 会計 科学研究費補助金収支簿 科学研究費補助金（令和2年度） 総務部情報基盤課情報基盤係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 総務部情報基盤課情報基盤係 廃棄

情報基盤課 会計 旅行命令簿 令和2年度　予算関係（情報基盤課） 総務部情報基盤課情報基盤係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 総務部情報基盤課情報基盤係 廃棄

情報基盤課 会計 旅行命令簿 令和2年度　予算関係（ICTセンター） 総務部情報基盤課情報基盤係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 総務部情報基盤課情報基盤係 廃棄

情報基盤課 管理・運営 予算関係（情報基盤課） 令和2年度　予算関係（情報基盤課） 総務部情報基盤課事務情報係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 総務部情報基盤課情報基盤係 廃棄

情報基盤課 管理・運営 予算関係（ICTセンター） 令和2年度　予算関係（ICTセンター） 総務部情報基盤課情報基盤係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 総務部情報基盤課情報基盤係 廃棄

情報基盤課 管理・運営 ICTセンター利用申請書 令和2年度　ICTセンター利用申請書 ICTセンター 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 総務部情報基盤課情報システム係 廃棄

情報基盤課 管理・運営
東京学芸大学研究ネットワー
ク（GARNet）接続申請書

令和2年度　東京学芸大学研究ネットワーク（GARNet）接続申請書 ICTセンター 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 総務部情報基盤課情報システム係 廃棄

情報基盤課 管理・運営 各種委員会に関するもの 令和2年度　情報基盤整備推進本部 総務部情報基盤課 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 総務部情報基盤課情報基盤係 廃棄

情報基盤課 管理・運営
ICTセンター情報処理システム
リプレイス

ICTセンター情報処理システムリプレイス 総務部情報基盤課 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 総務部情報基盤課情報基盤係 廃棄

情報基盤課 管理・運営
新型コロナウイルス感染症に
係る事態への対応に関する文
書

新型コロナウイルス感染症に係る事態への対応に関する文書 総務部情報基盤課 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 電子情報 事務室 総務部情報基盤課情報基盤係 移管 歴史的緊急事態関連

情報基盤課 管理・運営 各種委員会に関するもの 令和3年度　情報セキュリティ委員会 総務部情報基盤課情報基盤係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 電子情報 事務室 総務部情報基盤課情報基盤係 廃棄

情報基盤課 管理・運営 一般文書（情報基盤課） 令和3年度　一般文書（情報基盤課） 総務部情報基盤課情報基盤係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 総務部情報基盤課情報基盤係 廃棄

情報基盤課 管理・運営 一般文書（情報基盤課） 令和3年度　一般文書（情報基盤課） 総務部情報基盤課情報基盤係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 電子情報 事務室 総務部情報基盤課情報基盤係 廃棄

情報基盤課 管理・運営 各種委員会に関するもの 令和3年度　ICTセンター運営委員会 総務部情報基盤課情報基盤係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 総務部情報基盤課情報基盤係 廃棄

情報基盤課 管理・運営 各種委員会に関するもの 令和3年度　ICTセンター所員会議 総務部情報基盤課情報基盤係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 電子情報 事務室 総務部情報基盤課情報基盤係 廃棄

情報基盤課 管理・運営 一般文書（ICTセンター） 令和3年度　一般文書（ICTセンター） 総務部情報基盤課情報基盤係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 総務部情報基盤課情報基盤係 廃棄

情報基盤課 管理・運営 一般文書（ICTセンター） 令和3年度　一般文書（ICTセンター） 総務部情報基盤課情報基盤係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 電子情報 事務室 総務部情報基盤課情報基盤係 廃棄

情報基盤課 人事 勤務時間記録簿 勤務状況申告書（令和3年度：常勤　教員） 総務部情報基盤課情報基盤係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 総務部情報基盤課情報基盤係 廃棄

情報基盤課 人事 勤務時間記録簿 勤務時間（始業・終業時刻）記録簿（令和3年度：常勤　職員） 総務部情報基盤課情報基盤係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 総務部情報基盤課情報基盤係 廃棄

情報基盤課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

勤務時間（始業・終業時刻）記録簿（令和3年度：非常勤　職員） 総務部情報基盤課情報基盤係 2021年度 2022年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部情報基盤課情報基盤係 廃棄

情報基盤課 人事
休暇簿等の給与簿に関するも
の

休暇簿（令和3年度：常勤　教職員） 総務部情報基盤課情報基盤係 2021年 2022年1月1日 3年 2024年末 紙 事務室 総務部情報基盤課情報基盤係 廃棄

情報基盤課 人事
休暇簿等の給与簿に関するも
の

休暇簿（令和3年度：非常勤　職員） 総務部情報基盤課情報基盤係 2021年 2022年1月1日 3年 2024年末 紙 事務室 総務部情報基盤課情報基盤係 廃棄

情報基盤課 会計 旅行命令簿 令和3年度　予算関係（情報基盤課） 総務部情報基盤課情報基盤係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 総務部情報基盤課情報基盤係 廃棄

情報基盤課 会計 旅行命令簿 令和3年度　予算関係（ICTセンター） 総務部情報基盤課情報基盤係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 総務部情報基盤課情報基盤係 廃棄

情報基盤課 管理・運営 予算関係（情報基盤課） 令和3年度　予算関係（情報基盤課） 総務部情報基盤課事務情報係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 総務部情報基盤課情報基盤係 廃棄

情報基盤課 管理・運営 予算関係（ICTセンター） 令和3年度　予算関係（ICTセンター） 総務部情報基盤課情報基盤係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 総務部情報基盤課情報基盤係 廃棄

情報基盤課 管理・運営 ICTセンター利用申請書 令和3年度　ICTセンター利用申請書 ICTセンター 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 総務部情報基盤課情報システム係 廃棄

情報基盤課 管理・運営
東京学芸大学研究ネットワー
ク（GARNet）接続申請書

令和3年度　東京学芸大学研究ネットワーク（GARNet）接続申請書 ICTセンター 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 総務部情報基盤課情報システム係 廃棄

情報基盤課 管理・運営 各種委員会に関するもの 令和3年度　情報基盤整備推進本部 総務部情報基盤課 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 総務部情報基盤課情報基盤係 廃棄

情報基盤課 管理・運営
ICTセンター情報処理システム
リプレイス

ICTセンター情報処理システムリプレイス 総務部情報基盤課 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 総務部情報基盤課情報基盤係 廃棄

情報基盤課 管理・運営
ICTセンター情報処理システム
リプレイス

ICTセンター情報処理システムリプレイス 総務部情報基盤課 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 電子情報 事務室 総務部情報基盤課情報基盤係 廃棄

財務課 会計 資産台帳 国有財産台帳（昭和46年度） 財務課管財係 1971年度 1972年4月1日 無期限 紙 2階倉庫 財務課管財係 廃棄

財務課 会計 資産台帳 国有財産台帳（昭和47年度） 財務課管財係 1972年度 1973年4月1日 無期限 紙 2階倉庫 財務課管財係 廃棄

財務課 会計 資産台帳 国有財産台帳（昭和48年度） 財務課管財係 1973年度 1974年4月1日 無期限 紙 2階倉庫 財務課管財係 廃棄

財務課 会計 資産台帳 国有財産台帳（昭和49年度） 財務課管財係 1974年度 1975年4月1日 無期限 紙 2階倉庫 財務課管財係 廃棄

財務課 会計 資産台帳 国有財産台帳（昭和50年度） 財務課管財係 1975年度 1976年4月1日 無期限 紙 2階倉庫 財務課管財係 廃棄

財務課 会計 資産台帳 国有財産台帳（昭和51年度） 財務課管財係 1976年度 1977年4月1日 無期限 紙 2階倉庫 財務課管財係 廃棄

財務課 会計 資産台帳 国有財産台帳（昭和52年度） 財務課管財係 1977年度 1978年4月1日 無期限 紙 2階倉庫 財務課管財係 廃棄

財務課 会計 資産台帳 国有財産台帳（昭和53年度） 財務課管財係 1978年度 1979年4月1日 無期限 紙 2階倉庫 財務課管財係 廃棄

財務課 会計 資産台帳 国有財産台帳（昭和54年度） 財務課管財係 1979年度 1980年4月1日 無期限 紙 2階倉庫 財務課管財係 廃棄

財務課 会計 資産台帳 国有財産台帳（昭和55年度） 財務課管財係 1980年度 1981年4月1日 無期限 紙 2階倉庫 財務課管財係 廃棄

財務課 会計 資産台帳 国有財産台帳（昭和56年度） 財務課管財係 1981年度 1982年4月1日 無期限 紙 2階倉庫 財務課管財係 廃棄
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財務課 会計 資産台帳 国有財産台帳（昭和57年度） 財務課管財係 1982年度 1983年4月1日 無期限 紙 2階倉庫 財務課管財係 廃棄

財務課 会計 資産台帳 国有財産台帳（昭和58年度） 財務課管財係 1983年度 1984年4月1日 無期限 紙 2階倉庫 財務課管財係 廃棄

財務課 会計 資産台帳 国有財産台帳（昭和59年度） 財務課管財係 1984年度 1985年4月1日 無期限 紙 2階倉庫 財務課管財係 廃棄

財務課 会計 資産台帳 国有財産台帳（昭和60年度） 財務課管財係 1985年度 1986年4月1日 無期限 紙 2階倉庫 財務課管財係 廃棄

財務課 会計 資産台帳 国有財産台帳（昭和61年度） 財務課管財係 1986年度 1987年4月1日 無期限 紙 2階倉庫 財務課管財係 廃棄

財務課 会計
境界確定の関係で無期限保
存が必要であるもの

境界確定（昭和61年度） 財務課管財係 1986年度 1987年4月1日 無期限 紙 事務室 財務課管財係 廃棄

財務課 会計
境界確定の関係で無期限保
存が必要であるもの

境界確定協議（昭和61年度） 財務課管財係 1986年度 1987年4月1日 無期限 紙 事務室 財務課管財係 廃棄

財務課 会計 資産台帳 国有財産台帳（昭和62年度） 財務課管財係 1987年度 1988年4月1日 無期限 紙 2階倉庫 財務課管財係 廃棄

財務課 会計
境界確定の関係で無期限保
存が必要であるもの

境界確定（昭和62年度） 財務課管財係 1987年度 1988年4月1日 無期限 紙 事務室 財務課管財係 廃棄

財務課 会計
境界確定の関係で無期限保
存が必要であるもの

境界確定協議（昭和62年度） 財務課管財係 1987年度 1988年4月1日 無期限 紙 事務室 財務課管財係 廃棄

財務課 会計 資産台帳 国有財産台帳（昭和63年度） 財務課管財係 1988年度 1989年4月1日 無期限 紙 地下倉庫 財務課管財係 廃棄

財務課 会計
境界確定の関係で無期限保
存が必要であるもの

境界確定（昭和63年度） 財務課管財係 1988年度 1989年4月1日 無期限 紙 事務室 財務課管財係 廃棄

財務課 会計
境界確定の関係で無期限保
存が必要であるもの

境界確定協議（昭和63年度） 財務課管財係 1988年度 1989年4月1日 無期限 紙 事務室 財務課管財係 廃棄

財務課 会計 資産台帳 国有財産台帳（平成1年度） 財務課管財係 1989年度 1990年4月1日 無期限 紙 2階倉庫 財務課管財係 廃棄

財務課 会計
境界確定の関係で無期限保
存が必要であるもの

境界確定（平成1年度） 財務課管財係 1989年度 1990年4月1日 無期限 紙 事務室 財務課管財係 廃棄

財務課 会計
境界確定の関係で無期限保
存が必要であるもの

境界確定協議（平成1年度） 財務課管財係 1989年度 1990年4月1日 無期限 紙 事務室 財務課管財係 廃棄

財務課 会計 資産台帳 国有財産台帳（平成2年度） 財務課管財係 1990年度 1991年4月1日 無期限 紙 地下倉庫 財務課管財係 廃棄

財務課 会計
境界確定の関係で無期限保
存が必要であるもの

境界確定（平成2年度） 財務課管財係 1990年度 1991年4月1日 無期限 紙 事務室 財務課管財係 廃棄

財務課 会計
境界確定の関係で無期限保
存が必要であるもの

境界確定協議（平成2年度） 財務課管財係 1990年度 1991年4月1日 無期限 紙 事務室 財務課管財係 廃棄

財務課 会計 資産台帳 国有財産台帳（平成3年度） 財務課管財係 1991年度 1992年4月1日 無期限 紙 2階倉庫 財務課管財係 廃棄

財務課 会計
境界確定の関係で無期限保
存が必要であるもの

境界確定（平成3年度） 財務課管財係 1991年度 1992年4月1日 無期限 紙 事務室 財務課管財係 廃棄

財務課 会計
境界確定の関係で無期限保
存が必要であるもの

境界確定協議（平成3年度） 財務課管財係 1991年度 1992年4月1日 無期限 紙 事務室 財務課管財係 廃棄

財務課 管理・運営
法令，規則，通達等で本学の
規程等の規範となるもの

法規・通達綴（平成4年度） 主計課総務係 1992年度 1993年4月1日 30年 2022年度末 紙 地下倉庫 財務課総務係 廃棄

財務課 会計 資産台帳 国有財産台帳（平成4年度） 財務課管財係 1992年度 1993年4月1日 無期限 紙 2階倉庫 財務課管財係 廃棄

財務課 会計
境界確定の関係で無期限保
存が必要であるもの

境界確定（平成4年度） 財務課管財係 1992年度 1993年4月1日 無期限 紙 事務室 財務課管財係 廃棄

財務課 会計
境界確定の関係で無期限保
存が必要であるもの

境界確定協議（平成4年度） 財務課管財係 1992年度 1993年4月1日 無期限 紙 事務室 財務課管財係 廃棄

財務課 会計 境界査定に関する決裁文書 測量のための立入り依頼（平成4年度） 財務課管財係 1992年度 1993年4月1日 30年 2022年度末 紙 地下倉庫 財務課管財係 廃棄

財務課 会計 境界査定に関する決裁文書 公図（平成4年度） 財務課管財係 1992年度 1993年4月1日 30年 2022年度末 紙 地下倉庫 財務課管財係 廃棄

財務課 会計 登記に関する文書 登記（平成4年度） 財務課管財係 1992年度 1993年4月1日 30年 2022年度末 紙 事務室 財務課管財係 廃棄

財務課 会計 登記に関する文書 登記簿謄本（平成4年度） 財務課管財係 1992年度 1993年4月1日 30年 2022年度末 紙 事務室 財務課管財係 廃棄

財務課 会計
土地・建物取得等の関係で30
年保存が必要であるもの

土地・建物取得等に係る協議（平成4年度） 財務課管財係 1992年度 1993年4月1日 30年 2022年度末 紙 地下倉庫 財務課管財係 廃棄

財務課 会計
売払処分の関係で30年保存
が必要であるもの

売払処分関係（平成4年度） 財務課管財係 1992年度 1993年4月1日 30年 2022年度末 紙 地下倉庫 財務課管財係 廃棄

財務課 会計
宿舎現況記録の関係で30年
保存が必要であるもの

宿舎現況記録（平成4年度） 財務課管財係 1992年度 1993年4月1日 30年 2022年度末 紙 地下倉庫 財務課管財係 廃棄

財務課 管理・運営
法令，規則，通達等で本学の
規程等の規範となるもの

法規・通達綴（平成5年度） 主計課総務係 1993年度 1994年4月1日 30年 2023年度末 紙 地下倉庫 財務課総務係 廃棄

財務課 会計 資産台帳 国有財産台帳（平成5年度） 財務課管財係 1993年度 1994年4月1日 無期限 紙 2階倉庫 財務課管財係 廃棄

財務課 会計
境界確定の関係で無期限保
存が必要であるもの

境界確定（平成5年度） 財務課管財係 1993年度 1994年4月1日 無期限 紙 事務室 財務課管財係 廃棄

財務課 会計
境界確定の関係で無期限保
存が必要であるもの

境界確定協議（平成5年度） 財務課管財係 1993年度 1994年4月1日 無期限 紙 事務室 財務課管財係 廃棄

財務課 会計 境界査定に関する決裁文書 測量のための立入り依頼（平成5年度） 財務課管財係 1993年度 1994年4月1日 30年 2023年度末 紙 地下倉庫 財務課管財係 廃棄

財務課 会計 境界査定に関する決裁文書 公図（平成5年度） 財務課管財係 1993年度 1994年4月1日 30年 2023年度末 紙 地下倉庫 財務課管財係 廃棄

財務課 会計 登記に関する文書 登記（平成5年度） 財務課管財係 1993年度 1994年4月1日 30年 2023年度末 紙 事務室 財務課管財係 廃棄

財務課 会計 登記に関する文書 登記簿謄本（平成5年度） 財務課管財係 1993年度 1994年4月1日 30年 2023年度末 紙 事務室 財務課管財係 廃棄

財務課 会計
土地・建物取得等の関係で30
年保存が必要であるもの

土地・建物取得等に係る協議（平成5年度） 財務課管財係 1993年度 1994年4月1日 30年 2023年度末 紙 地下倉庫 財務課管財係 廃棄

財務課 会計
売払処分の関係で30年保存
が必要であるもの

売払処分関係（平成5年度） 財務課管財係 1993年度 1994年4月1日 30年 2023年度末 紙 地下倉庫 財務課管財係 廃棄

財務課 会計
宿舎現況記録の関係で30年
保存が必要であるもの

宿舎現況記録（平成5年度） 財務課管財係 1993年度 1994年4月1日 30年 2023年度末 紙 地下倉庫 財務課管財係 廃棄

財務課 管理・運営
法令，規則，通達等で本学の
規程等の規範となるもの

法規・通達綴（平成6年度） 主計課総務係 1994年度 1995年4月1日 30年 2024年度末 紙 地下倉庫 財務課総務係 廃棄

財務課 会計 資産台帳 国有財産台帳（平成6年度） 財務課管財係 1994年度 1995年4月1日 無期限 紙 2階倉庫 財務課管財係 廃棄

財務課 会計
境界確定の関係で無期限保
存が必要であるもの

境界確定（平成6年度） 財務課管財係 1994年度 1995年4月1日 無期限 紙 事務室 財務課管財係 廃棄

財務課 会計
境界確定の関係で無期限保
存が必要であるもの

境界確定協議（平成6年度） 財務課管財係 1994年度 1995年4月1日 無期限 紙 事務室 財務課管財係 廃棄

財務課 会計 境界査定に関する決裁文書 測量のための立入り依頼（平成6年度） 財務課管財係 1994年度 1995年4月1日 30年 2024年度末 紙 地下倉庫 財務課管財係 廃棄

財務課 会計 境界査定に関する決裁文書 公図（平成6年度） 財務課管財係 1994年度 1995年4月1日 30年 2024年度末 紙 地下倉庫 財務課管財係 廃棄

財務課 会計 登記に関する文書 登記（平成6年度） 財務課管財係 1994年度 1995年4月1日 30年 2024年度末 紙 事務室 財務課管財係 廃棄

財務課 会計 登記に関する文書 登記簿謄本（平成6年度） 財務課管財係 1994年度 1995年4月1日 30年 2024年度末 紙 事務室 財務課管財係 廃棄

財務課 会計
土地・建物取得等の関係で30
年保存が必要であるもの

土地・建物取得等に係る協議（平成6年度） 財務課管財係 1994年度 1995年4月1日 30年 2024年度末 紙 地下倉庫 財務課管財係 廃棄

財務課 会計
売払処分の関係で30年保存
が必要であるもの

売払処分関係（平成6年度） 財務課管財係 1994年度 1995年4月1日 30年 2024年度末 紙 地下倉庫 財務課管財係 廃棄

財務課 会計
宿舎現況記録の関係で30年
保存が必要であるもの

宿舎現況記録（平成6年度） 財務課管財係 1994年度 1995年4月1日 30年 2024年度末 紙 地下倉庫 財務課管財係 廃棄

財務課 管理・運営
法令，規則，通達等で本学の
規程等の規範となるもの

法規・通達綴（平成7年度） 主計課総務係 1995年度 1996年4月1日 30年 2025年度末 紙 地下倉庫 財務課総務係 廃棄

財務課 会計 資産台帳 国有財産台帳（平成7年度） 財務課管財係 1995年度 1996年4月1日 無期限 紙 2階倉庫 財務課管財係 廃棄

財務課 会計
境界確定の関係で無期限保
存が必要であるもの

境界確定（平成7年度） 財務課管財係 1995年度 1996年4月1日 無期限 紙 事務室 財務課管財係 廃棄

財務課 会計
境界確定の関係で無期限保
存が必要であるもの

境界確定協議（平成7年度） 財務課管財係 1995年度 1996年4月1日 無期限 紙 事務室 財務課管財係 廃棄

財務課 会計 境界査定に関する決裁文書 測量のための立入り依頼（平成7年度） 財務課管財係 1995年度 1996年4月1日 30年 2025年度末 紙 地下倉庫 財務課管財係 廃棄

財務課 会計 境界査定に関する決裁文書 公図（平成7年度） 財務課管財係 1995年度 1996年4月1日 30年 2025年度末 紙 地下倉庫 財務課管財係 廃棄
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12)保存期間満
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備考

財務課 会計 登記に関する文書 登記（平成7年度） 財務課管財係 1995年度 1996年4月1日 30年 2025年度末 紙 事務室 財務課管財係 廃棄

財務課 会計 登記に関する文書 登記簿謄本（平成7年度） 財務課管財係 1995年度 1996年4月1日 30年 2025年度末 紙 事務室 財務課管財係 廃棄

財務課 会計
土地・建物取得等の関係で30
年保存が必要であるもの

土地・建物取得等に係る協議（平成7年度） 財務課管財係 1995年度 1996年4月1日 30年 2025年度末 紙 地下倉庫 財務課管財係 廃棄

財務課 会計
売払処分の関係で30年保存
が必要であるもの

売払処分関係（平成7年度） 財務課管財係 1995年度 1996年4月1日 30年 2025年度末 紙 地下倉庫 財務課管財係 廃棄

財務課 会計
宿舎現況記録の関係で30年
保存が必要であるもの

宿舎現況記録（平成7年度） 財務課管財係 1995年度 1996年4月1日 30年 2025年度末 紙 地下倉庫 財務課管財係 廃棄

財務課 管理・運営 訴訟に関するもの 訴訟関係（平成7年度） 主計課総務係 1995年度 1996年4月1日 30年 2025年度末 紙 地下倉庫 財務課総務係 廃棄

財務課 管理・運営
法令，規則，通達等で本学の
規程等の規範となるもの

法規・通達綴（平成8年度） 主計課総務係 1996年度 1997年4月1日 30年 2026年度末 紙 地下倉庫 財務課総務係 廃棄

財務課 会計 資産台帳 国有財産台帳（平成8年度） 財務課管財係 1996年度 1997年4月1日 無期限 紙 2階倉庫 財務課管財係 廃棄

財務課 会計
境界確定の関係で無期限保
存が必要であるもの

境界確定（平成8年度） 財務課管財係 1996年度 1997年4月1日 無期限 紙 事務室 財務課管財係 廃棄

財務課 会計
境界確定の関係で無期限保
存が必要であるもの

境界確定協議（平成8年度） 財務課管財係 1996年度 1997年4月1日 無期限 紙 事務室 財務課管財係 廃棄

財務課 会計 境界査定に関する決裁文書 測量のための立入り依頼（平成8年度） 財務課管財係 1996年度 1997年4月1日 30年 2026年度末 紙 地下倉庫 財務課管財係 廃棄

財務課 会計 境界査定に関する決裁文書 公図（平成8年度） 財務課管財係 1996年度 1997年4月1日 30年 2026年度末 紙 地下倉庫 財務課管財係 廃棄

財務課 会計 登記に関する文書 登記（平成8年度） 財務課管財係 1996年度 1997年4月1日 30年 2026年度末 紙 事務室 財務課管財係 廃棄

財務課 会計 登記に関する文書 登記簿謄本（平成8年度） 財務課管財係 1996年度 1997年4月1日 30年 2026年度末 紙 事務室 財務課管財係 廃棄

財務課 会計
土地・建物取得等の関係で30
年保存が必要であるもの

土地・建物取得等に係る協議（平成8年度） 財務課管財係 1996年度 1997年4月1日 30年 2026年度末 紙 地下倉庫 財務課管財係 廃棄

財務課 会計
売払処分の関係で30年保存
が必要であるもの

売払処分関係（平成8年度） 財務課管財係 1996年度 1997年4月1日 30年 2026年度末 紙 地下倉庫 財務課管財係 廃棄

財務課 会計
宿舎現況記録の関係で30年
保存が必要であるもの

宿舎現況記録（平成8年度） 財務課管財係 1996年度 1997年4月1日 30年 2026年度末 紙 地下倉庫 財務課管財係 廃棄

財務課 管理・運営 訴訟に関するもの 訴訟関係（平成8年度） 主計課総務係 1996年度 1997年4月1日 30年 2026年度末 紙 地下倉庫 財務課総務係 廃棄

財務課 管理・運営
法令，規則，通達等で本学の
規程等の規範となるもの

法規・通達綴（平成9年度） 主計課総務係 1997年度 1998年4月1日 30年 2027年度末 紙 地下倉庫 財務課総務係 廃棄

財務課 会計 資産台帳 国有財産台帳（平成9年度） 財務課管財係 1997年度 1998年4月1日 無期限 紙 2階倉庫 財務課管財係 廃棄

財務課 会計
境界確定の関係で無期限保
存が必要であるもの

境界確定（平成9年度） 財務課管財係 1997年度 1998年4月1日 無期限 紙 事務室 財務課管財係 廃棄

財務課 会計
境界確定の関係で無期限保
存が必要であるもの

境界確定協議（平成9年度） 財務課管財係 1997年度 1998年4月1日 無期限 紙 事務室 財務課管財係 廃棄

財務課 会計 境界査定に関する決裁文書 測量のための立入り依頼（平成9年度） 財務課管財係 1997年度 1998年4月1日 30年 2027年度末 紙 地下倉庫 財務課管財係 廃棄

財務課 会計 境界査定に関する決裁文書 公図（平成9年度） 財務課管財係 1997年度 1998年4月1日 30年 2027年度末 紙 地下倉庫 財務課管財係 廃棄

財務課 会計 登記に関する文書 登記（平成9年度） 財務課管財係 1997年度 1998年4月1日 30年 2027年度末 紙 事務室 財務課管財係 廃棄

財務課 会計 登記に関する文書 登記簿謄本（平成9年度） 財務課管財係 1997年度 1998年4月1日 30年 2027年度末 紙 事務室 財務課管財係 廃棄

財務課 会計
土地・建物取得等の関係で30
年保存が必要であるもの

土地・建物取得等に係る協議（平成9年度） 財務課管財係 1997年度 1998年4月1日 30年 2027年度末 紙 地下倉庫 財務課管財係 廃棄

財務課 会計
売払処分の関係で30年保存
が必要であるもの

売払処分関係（平成9年度） 財務課管財係 1997年度 1998年4月1日 30年 2027年度末 紙 地下倉庫 財務課管財係 廃棄

財務課 会計
宿舎現況記録の関係で30年
保存が必要であるもの

宿舎現況記録（平成9年度） 財務課管財係 1997年度 1998年4月1日 30年 2027年度末 紙 地下倉庫 財務課管財係 廃棄

財務課 管理・運営 訴訟に関するもの 訴訟関係（平成9年度） 主計課総務係 1997年度 1998年4月1日 30年 2027年度末 紙 地下倉庫 財務課総務係 廃棄

財務課 管理・運営
法令，規則，通達等で本学の
規程等の規範となるもの

法規・通達綴（平成10年度） 主計課総務係 1998年度 1999年4月1日 30年 2028年度末 紙 地下倉庫 財務課総務係 廃棄

財務課 会計 資産台帳 国有財産台帳（平成10年度） 財務課管財係 1998年度 1999年4月1日 無期限 紙 2階倉庫 財務課管財係 廃棄

財務課 会計
境界確定の関係で無期限保
存が必要であるもの

境界確定（平成10年度） 財務課管財係 1998年度 1999年4月1日 無期限 紙 事務室 財務課管財係 廃棄

財務課 会計
境界確定の関係で無期限保
存が必要であるもの

境界確定協議（平成10年度） 財務課管財係 1998年度 1999年4月1日 無期限 紙 事務室 財務課管財係 廃棄

財務課 会計 境界査定に関する決裁文書 測量のための立入り依頼（平成10年度） 財務課管財係 1998年度 1999年4月1日 30年 2028年度末 紙 地下倉庫 財務課管財係 廃棄

財務課 会計 境界査定に関する決裁文書 公図（平成10年度） 財務課管財係 1998年度 1999年4月1日 30年 2028年度末 紙 地下倉庫 財務課管財係 廃棄

財務課 会計 登記に関する文書 登記（平成10年度） 財務課管財係 1998年度 1999年4月1日 30年 2028年度末 紙 事務室 財務課管財係 廃棄

財務課 会計 登記に関する文書 登記簿謄本（平成10年度） 財務課管財係 1998年度 1999年4月1日 30年 2028年度末 紙 事務室 財務課管財係 廃棄

財務課 会計
土地・建物取得等の関係で30
年保存が必要であるもの

土地・建物取得等に係る協議（平成10年度） 財務課管財係 1998年度 1999年4月1日 30年 2028年度末 紙 地下倉庫 財務課管財係 廃棄

財務課 会計
売払処分の関係で30年保存
が必要であるもの

売払処分関係（平成10年度） 財務課管財係 1998年度 1999年4月1日 30年 2028年度末 紙 地下倉庫 財務課管財係 廃棄

財務課 会計
宿舎現況記録の関係で30年
保存が必要であるもの

宿舎現況記録（平成10年度） 財務課管財係 1998年度 1999年4月1日 30年 2028年度末 紙 地下倉庫 財務課管財係 廃棄

財務課 管理・運営 訴訟に関するもの 訴訟関係（平成10年度） 主計課総務係 1998年度 1999年4月1日 30年 2028年度末 紙 地下倉庫 財務課総務係 廃棄

財務課 管理・運営
法令，規則，通達等で本学の
規程等の規範となるもの

法規・通達綴（平成11年度） 主計課総務係 1999年度 2000年4月1日 30年 2029年度末 紙 地下倉庫 財務課総務係 廃棄

財務課 会計 資産台帳 国有財産台帳（平成11年度） 財務課管財係 1999年度 2000年4月1日 無期限 紙 2階倉庫 財務課管財係 廃棄

財務課 会計
境界確定の関係で無期限保
存が必要であるもの

境界確定（平成11年度） 財務課管財係 1999年度 2000年4月1日 無期限 紙 事務室 財務課管財係 廃棄

財務課 会計
境界確定の関係で無期限保
存が必要であるもの

境界確定協議（平成11年度） 財務課管財係 1999年度 2000年4月1日 無期限 紙 事務室 財務課管財係 廃棄

財務課 会計 境界査定に関する決裁文書 測量のための立入り依頼（平成11年度） 財務課管財係 1999年度 2000年4月1日 30年 2029年度末 紙 地下倉庫 財務課管財係 廃棄

財務課 会計 境界査定に関する決裁文書 公図（平成11年度） 財務課管財係 1999年度 2000年4月1日 30年 2029年度末 紙 地下倉庫 財務課管財係 廃棄

財務課 会計 登記に関する文書 登記（平成11年度） 財務課管財係 1999年度 2000年4月1日 30年 2029年度末 紙 事務室 財務課管財係 廃棄

財務課 会計 登記に関する文書 登記簿謄本（平成11年度） 財務課管財係 1999年度 2000年4月1日 30年 2029年度末 紙 事務室 財務課管財係 廃棄

財務課 会計
土地・建物取得等の関係で30
年保存が必要であるもの

土地・建物取得等に係る協議（平成11年度） 財務課管財係 1999年度 2000年4月1日 30年 2029年度末 紙 地下倉庫 財務課管財係 廃棄

財務課 会計
売払処分の関係で30年保存
が必要であるもの

売払処分関係（平成11年度） 財務課管財係 1999年度 2000年4月1日 30年 2029年度末 紙 地下倉庫 財務課管財係 廃棄

財務課 会計
宿舎現況記録の関係で30年
保存が必要であるもの

宿舎現況記録（平成11年度） 財務課管財係 1999年度 2000年4月1日 30年 2029年度末 紙 地下倉庫 財務課管財係 廃棄

財務課 管理・運営 訴訟に関するもの 訴訟関係（平成11年度） 主計課総務係 1999年度 2000年4月1日 30年 2029年度末 紙 地下倉庫 財務課総務係 廃棄

財務課 管理・運営
法令，規則，通達等で本学の
規程等の規範となるもの

法規・通達綴（平成12年度） 主計課総務係 2000年度 2001年4月1日 30年 2030年度末 紙 地下倉庫 財務課総務係 廃棄

財務課 会計 資産台帳 国有財産台帳（平成12年度） 財務課管財係 2000年度 2001年4月1日 無期限 紙 2階倉庫 財務課管財係 廃棄

財務課 会計
境界確定の関係で無期限保
存が必要であるもの

境界確定（平成12年度） 財務課管財係 2000年度 2001年4月1日 無期限 紙 事務室 財務課管財係 廃棄

財務課 会計
境界確定の関係で無期限保
存が必要であるもの

境界確定協議（平成12年度） 財務課管財係 2000年度 2001年4月1日 無期限 紙 事務室 財務課管財係 廃棄

財務課 会計 境界査定に関する決裁文書 測量のための立入り依頼（平成12年度） 財務課管財係 2000年度 2001年4月1日 30年 2030年度末 紙 地下倉庫 財務課管財係 廃棄

財務課 会計 境界査定に関する決裁文書 公図（平成12年度） 財務課管財係 2000年度 2001年4月1日 30年 2030年度末 紙 地下倉庫 財務課管財係 廃棄

財務課 会計 登記に関する文書 登記（平成12年度） 財務課管財係 2000年度 2001年4月1日 30年 2030年度末 紙 事務室 財務課管財係 廃棄
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法人文書ファイル管理簿データ（全学）

部局名 １）大分類 ２）中分類 ３）小分類（法人文書ファイル名） ４）作成・取得者
５）作成・取得年度
等

６）起算日 ７）保存期間
８）保存期間
    満了時期

９）媒体の種別 10）保存場所 11）管理担当課・係
12)保存期間満
了時の措置

備考

財務課 会計 登記に関する文書 登記簿謄本（平成12年度） 財務課管財係 2000年度 2001年4月1日 30年 2030年度末 紙 事務室 財務課管財係 廃棄

財務課 会計
土地・建物取得等の関係で30
年保存が必要であるもの

土地・建物取得等に係る協議（平成12年度） 財務課管財係 2000年度 2001年4月1日 30年 2030年度末 紙 地下倉庫 財務課管財係 廃棄

財務課 会計
売払処分の関係で30年保存
が必要であるもの

売払処分関係（平成12年度） 財務課管財係 2000年度 2001年4月1日 30年 2030年度末 紙 地下倉庫 財務課管財係 廃棄

財務課 会計
宿舎現況記録の関係で30年
保存が必要であるもの

宿舎現況記録（平成12年度） 財務課管財係 2000年度 2001年4月1日 30年 2030年度末 紙 地下倉庫 財務課管財係 廃棄

財務課 管理・運営 訴訟に関するもの 訴訟関係（平成12年度） 主計課総務係 2000年度 2001年4月1日 30年 2030年度末 紙 地下倉庫 財務課総務係 廃棄

財務課 管理・運営
法令，規則，通達等で本学の
規程等の規範となるもの

法規・通達綴（平成13年度） 主計課総務係 2001年度 2002年4月1日 30年 2031年度末 紙 地下倉庫 財務課総務係 廃棄

財務課 会計 資産台帳 国有財産台帳（平成13年度） 財務課管財係 2001年度 2002年4月1日 無期限 紙 2階倉庫 財務課管財係 廃棄

財務課 会計
境界確定の関係で無期限保
存が必要であるもの

境界確定（平成13年度） 財務課管財係 2001年度 2002年4月1日 無期限 紙 事務室 財務課管財係 廃棄

財務課 会計
境界確定の関係で無期限保
存が必要であるもの

境界確定協議（平成13年度） 財務課管財係 2001年度 2002年4月1日 無期限 紙 事務室 財務課管財係 廃棄

財務課 会計 境界査定に関する決裁文書 測量のための立入り依頼（平成13年度） 財務課管財係 2001年度 2002年4月1日 30年 2031年度末 紙 地下倉庫 財務課管財係 廃棄

財務課 会計 登記に関する文書 登記（平成13年度） 財務課管財係 2001年度 2002年4月1日 30年 2031年度末 紙 事務室 財務課管財係 廃棄

財務課 会計
土地・建物取得等の関係で30
年保存が必要であるもの

土地・建物取得等に係る協議（平成13年度） 財務課管財係 2001年度 2002年4月1日 30年 2031年度末 紙 地下倉庫 財務課管財係 廃棄

財務課 会計
売払処分の関係で30年保存
が必要であるもの

売払処分関係（平成13年度） 財務課管財係 2001年度 2002年4月1日 30年 2031年度末 紙 地下倉庫 財務課管財係 廃棄

財務課 会計
宿舎現況記録の関係で30年
保存が必要であるもの

宿舎現況記録（平成13年度） 財務課管財係 2001年度 2002年4月1日 30年 2031年度末 紙 地下倉庫 財務課管財係 廃棄

財務課 管理・運営
法令，規則，通達等で本学の
規程等の規範となるもの

法規・通達綴（平成14年度） 主計課総務係 2002年度 2003年4月1日 30年 2032年度末 紙 地下倉庫 財務課総務係 廃棄

財務課 会計 資産台帳 国有財産台帳（平成14年度） 財務課管財係 2002年度 2003年4月1日 無期限 紙 2階倉庫 財務課管財係 廃棄

財務課 会計
境界確定の関係で無期限保
存が必要であるもの

境界確定（平成14年度） 財務課管財係 2002年度 2003年4月1日 無期限 紙 事務室 財務課管財係 廃棄

財務課 会計
境界確定の関係で無期限保
存が必要であるもの

境界確定協議（平成14年度） 財務課管財係 2002年度 2003年4月1日 無期限 紙 事務室 財務課管財係 廃棄

財務課 会計 境界査定に関する決裁文書 測量のための立入り依頼（平成14年度） 財務課管財係 2002年度 2003年4月1日 30年 2032年度末 紙 地下倉庫 財務課管財係 廃棄

財務課 会計 登記に関する文書 登記（平成14年度） 財務課管財係 2002年度 2003年4月1日 30年 2032年度末 紙 事務室 財務課管財係 廃棄

財務課 会計
宿舎現況記録の関係で30年
保存が必要であるもの

宿舎現況記録（平成14年度） 財務課管財係 2002年度 2003年4月1日 30年 2032年度末 紙 地下倉庫 財務課管財係 廃棄

財務課 管理・運営 訴訟に関するもの 訴訟関係（平成13年度） 主計課総務係 2002年度 2003年4月1日 30年 2032年度末 紙 地下倉庫 財務課総務係 廃棄

財務課 管理・運営 訴訟に関するもの 訴訟関係（平成14年度） 主計課総務係 2003年度 2004年4月1日 30年 2033年度末 紙 地下倉庫 財務課総務係 廃棄

財務課 会計 資産台帳 国有財産台帳（平成15年度） 財務課管財係 2003年度 2004年4月1日 無期限 紙 2階倉庫 財務課管財係 廃棄

財務課 会計 登記に関する文書 登記（平成15年度） 財務課管財係 2003年度 2004年4月1日 30年 2033年度末 紙 事務室 財務課管財係 廃棄

財務課 会計
宿舎現況記録の関係で30年
保存が必要であるもの

宿舎現況記録（平成15年度） 財務課管財係 2003年度 2004年4月1日 30年 2033年度末 紙 地下倉庫 財務課管財係 廃棄

財務課 管理・運営
法令，規則，通達等で本学の
規程等の規範となるもの

法規・通達綴（平成16年度） 財務課総務係 2004年度 2005年4月1日 30年 2033年度末 紙 地下倉庫 財務課総務係 廃棄

財務課 会計 財務諸表 財務諸表（平成16年度） 財務課決算係 2004年度 2006年4月1日 無期限 紙 地下倉庫 財務課決算係 廃棄

財務課 管理・運営 訴訟に関するもの 訴訟関係（平成15年度） 財務課総務係 2004年度 2005年4月1日 30年 2033年度末 紙 地下倉庫 財務課総務係 廃棄

財務課 会計 資産台帳 資産台帳(平成17年度) 財務課総務・管財係 2005年 2006年1月1日 無期限 紙 地下倉庫 財務課総務係 廃棄

財務課 管理・運営 訴訟に関するもの 訴訟関係（平成16年度） 財務課総務・管財係 2005年度 2006年4月1日 30年 2035年度末 紙 地下倉庫 財務課総務係 廃棄

財務課 会計 登記に関する文書 登記（平成17年度） 財務課総務・管財係 2005年度 2006年4月1日 30年 2035年度末 紙 事務室 財務課管財係 廃棄

財務課 会計 財務諸表 財務諸表（平成17年度） 財務課決算係 2005年度 2007年4月1日 無期限 紙 地下倉庫 財務課決算係 廃棄

財務課 会計 資産台帳 資産台帳（平成18年度） 財務課総務・管財係 2006年 2007年1月1日 無期限 紙 地下倉庫 財務課総務係 廃棄

財務課 会計 資産台帳 資産台帳（平成19年度） 財務課総務・管財係 2007年 2008年1月1日 無期限 紙 地下倉庫 財務課総務係 廃棄

財務課 会計 財務諸表 財務諸表（平成18年度） 財務課決算係 2006年度 2008年4月1日 無期限 紙 地下倉庫 財務課決算係 廃棄

財務課 会計 資産台帳 資産台帳（平成20年度） 財務課総務・管財係 2008年 2009年1月1日 無期限 紙 地下倉庫 財務課総務係 廃棄

財務課 会計
境界確定の関係で無期限保
存が必要であるもの

境界確定（平成19年度） 財務課総務・管財係 2007年度 2008年4月1日 無期限 紙 事務室 財務課管財係 廃棄

財務課 会計
境界確定の関係で無期限保
存が必要であるもの

境界確定協議（平成19年度） 財務課総務・管財係 2007年度 2008年4月1日 無期限 紙 事務室 財務課管財係 廃棄

財務課 会計 境界査定に関する決裁文書 測量のための立入り依頼（平成19年度） 財務課総務・管財係 2007年度 2008年4月1日 30年 2037年度末 紙 地下倉庫 財務課管財係 廃棄

財務課 会計 境界査定に関する決裁文書 公図（平成19年度） 財務課総務・管財係 2007年度 2008年4月1日 30年 2037年度末 紙 地下倉庫 財務課管財係 廃棄

財務課 会計 登記に関する文書 登記（平成19年度） 財務課総務・管財係 2007年度 2008年4月1日 30年 2037年度末 紙 事務室 財務課管財係 廃棄

財務課 会計 登記に関する文書 登記簿謄本（平成19年度） 財務課総務・管財係 2007年度 2008年4月1日 30年 2037年度末 紙 事務室 財務課管財係 廃棄

財務課 会計
不動産の管理に関する決裁文
書

不動産（財産）引継書（平成19年度） 財務課総務・管財係 2007年度 2008年4月1日 30年 2037年度末 紙 地下倉庫 財務課管財係 廃棄

財務課 会計
不動産の管理に関する決裁文
書

国立大学法人法施行規則第１４条に係る償却資産の指定関係（平
成19年度）

財務課総務・管財係 2007年度 2008年4月1日 30年 2037年度末 紙 事務室 財務課管財係 廃棄

財務課 会計 財務諸表 財務諸表（平成19年度） 財務課決算係 2007年度 2009年4月1日 無期限 紙 地下倉庫 財務課決算係 廃棄

財務課 管理・運営
本学の規程等の制定改廃に
関するもの

会計関係規程等の制定・改廃に関する文書（平成20年度） 財務課総務係 2008年度 2009年4月1日 30年 2038年度末 紙 地下倉庫 財務課総務係 廃棄

財務課 会計 資産台帳 資産台帳（平成21年度） 財務課管財係 2009年 2010年1月1日 無期限 紙 地下倉庫 財務課総務係 廃棄

財務課 会計
境界確定の関係で無期限保
存が必要であるもの

境界確定（平成20年度） 財務課総務・管財係 2008年度 2009年4月1日 無期限 紙 事務室 財務課管財係 廃棄

財務課 会計
境界確定の関係で無期限保
存が必要であるもの

境界確定協議（平成20年度） 財務課総務・管財係 2008年度 2009年4月1日 無期限 紙 事務室 財務課管財係 廃棄

財務課 会計 境界査定に関する決裁文書 測量のための立入り依頼（平成20年度） 財務課総務・管財係 2008年度 2009年4月1日 30年 2038年度末 紙 地下倉庫 財務課管財係 廃棄

財務課 会計 境界査定に関する決裁文書 公図（平成20年度） 財務課総務・管財係 2008年度 2009年4月1日 30年 2038年度末 紙 地下倉庫 財務課管財係 廃棄

財務課 会計 登記に関する文書 登記（平成20年度） 財務課総務・管財係 2008年度 2009年4月1日 30年 2038年度末 紙 事務室 財務課管財係 廃棄

財務課 会計 登記に関する文書 登記簿謄本（平成20年度） 財務課総務・管財係 2008年度 2009年4月1日 30年 2038年度末 紙 事務室 財務課管財係 廃棄

財務課 会計
不動産の管理に関する決裁文
書

不動産（財産）引継書（平成20年度） 財務課総務・管財係 2008年度 2009年4月1日 30年 2038年度末 紙 地下倉庫 財務課管財係 廃棄

財務課 会計
不動産の管理に関する決裁文
書

国立大学法人法施行規則第１４条に係る償却資産の指定関係（平
成20年度）

財務課総務・管財係 2008年度 2009年4月1日 30年 2038年度末 紙 事務室 財務課管財係 廃棄

財務課 会計 財務諸表 財務諸表（平成20年度） 財務課決算係 2008年度 2010年4月1日 無期限 紙 地下倉庫 財務課決算係 廃棄

財務課 管理・運営
本学の規程等の制定改廃に
関するもの

会計関係規程等の制定・改廃に関する文書（平成21年度） 財務課総務係 2009年度 2010年4月1日 30年 2039年度末 紙 地下倉庫 財務課総務係 廃棄

財務課 会計 資産台帳 資産台帳（平成22年度） 財務課管財係 2010年 2011年1月1日 無期限 紙 地下倉庫 財務課総務係 廃棄

財務課 会計
境界確定の関係で無期限保
存が必要であるもの

境界確定（平成21年度） 財務課管財係 2009年度 2010年4月1日 無期限 紙 事務室 財務課管財係 廃棄

財務課 会計
境界確定の関係で無期限保
存が必要であるもの

境界確定協議（平成21年度） 財務課管財係 2009年度 2010年4月1日 無期限 紙 事務室 財務課管財係 廃棄
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部局名 １）大分類 ２）中分類 ３）小分類（法人文書ファイル名） ４）作成・取得者
５）作成・取得年度
等

６）起算日 ７）保存期間
８）保存期間
    満了時期

９）媒体の種別 10）保存場所 11）管理担当課・係
12)保存期間満
了時の措置

備考

財務課 会計 境界査定に関する決裁文書 測量のための立入り依頼（平成21年度） 財務課管財係 2009年度 2010年4月1日 30年 2039年度末 紙 地下倉庫 財務課管財係 廃棄

財務課 会計 境界査定に関する決裁文書 公図（平成21年度） 財務課管財係 2009年度 2010年4月1日 30年 2039年度末 紙 地下倉庫 財務課管財係 廃棄

財務課 会計 登記に関する文書 登記（平成21年度） 財務課管財係 2009年度 2010年4月1日 30年 2039年度末 紙 事務室 財務課管財係 廃棄

財務課 会計 登記に関する文書 登記簿謄本（平成21年度） 財務課管財係 2009年度 2010年4月1日 30年 2039年度末 紙 事務室 財務課管財係 廃棄

財務課 会計
不動産の管理に関する決裁文
書

不動産（財産）引継書（平成21年度） 財務課管財係 2009年度 2010年4月1日 30年 2039年度末 紙 地下倉庫 財務課管財係 廃棄

財務課 会計
不動産の管理に関する決裁文
書

国立大学法人法施行規則第１４条に係る償却資産の指定関係（平
成21年度）

財務課管財係 2009年度 2010年4月1日 30年 2039年度末 紙 事務室 財務課管財係 廃棄

財務課 会計 財務諸表 財務諸表（平成21年度） 財務課決算係 2009年度 2011年4月1日 無期限 紙 地下倉庫 財務課決算係 廃棄

財務課 管理・運営
本学の規程等の制定改廃に
関するもの

会計関係規程等の制定・改廃に関する文書（平成22年度） 財務課総務係 2010年度 2011年4月1日 30年 2040年度末 紙 地下倉庫 財務課総務係 廃棄

財務課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

勤務時間記録簿（非常勤）（平成23年度） 財務課総務係 2011年 2012年1月1日 無期限 紙 地下倉庫 財務課総務係 廃棄

財務課 会計
境界確定の関係で無期限保
存が必要であるもの

境界確定（平成22年度） 財務課管財係 2010年度 2011年4月1日 無期限 紙 事務室 財務課管財係 廃棄

財務課 会計
境界確定の関係で無期限保
存が必要であるもの

境界確定協議（平成22年度） 財務課管財係 2010年度 2011年4月1日 無期限 紙 事務室 財務課管財係 廃棄

財務課 会計 境界査定に関する決裁文書 測量のための立入り依頼（平成22年度） 財務課管財係 2010年度 2011年4月1日 30年 2040年度末 紙 地下倉庫 財務課管財係 廃棄

財務課 会計 境界査定に関する決裁文書 公図（平成22年度） 財務課管財係 2010年度 2011年4月1日 30年 2040年度末 紙 地下倉庫 財務課管財係 廃棄

財務課 会計 登記に関する文書 登記（平成22年度） 財務課管財係 2010年度 2011年4月1日 30年 2040年度末 紙 事務室 財務課管財係 廃棄

財務課 会計 登記に関する文書 登記簿謄本（平成22年度） 財務課管財係 2010年度 2011年4月1日 30年 2040年度末 紙 事務室 財務課管財係 廃棄

財務課 会計
不動産の管理に関する決裁文
書

不動産（財産）引継書（平成22年度） 財務課管財係 2010年度 2011年4月1日 30年 2040年度末 紙 地下倉庫 財務課管財係 廃棄

財務課 会計
不動産の管理に関する決裁文
書

国立大学法人法施行規則第１４条に係る償却資産の指定関係（平
成22年度）

財務課管財係 2010年度 2011年4月1日 30年 2040年度末 紙 事務室 財務課管財係 廃棄

財務課 会計 財務諸表 財務諸表（平成22年度） 財務課決算係 2010年度 2012年4月1日 無期限 紙 地下倉庫 財務課決算係 廃棄

財務課 会計 資産台帳 資産台帳（平成23年度） 財務課管財係 2011年 2012年1月1日 無期限 紙 地下倉庫 財務課総務係 廃棄

財務課 管理・運営
本学の規程等の制定改廃に
関するもの

会計関係規程等の制定・改廃に関する文書（平成23年度） 財務課総務係 2011年度 2012年4月1日 30年 2041年度末 紙 地下倉庫 財務課総務係 廃棄

財務課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

勤務時間記録簿（非常勤）（平成24年度） 財務課総務係 2012年 2013年1月1日 無期限 紙 地下倉庫 財務課総務係 廃棄

財務課 会計
境界確定の関係で無期限保
存が必要であるもの

境界確定（平成23年度） 財務課管財係 2011年度 2012年4月1日 無期限 紙 事務室 財務課管財係 廃棄

財務課 会計
境界確定の関係で無期限保
存が必要であるもの

境界確定協議（平成23年度） 財務課管財係 2011年度 2012年4月1日 無期限 紙 事務室 財務課管財係 廃棄

財務課 会計 境界査定に関する決裁文書 測量のための立入り依頼（平成23年度） 財務課管財係 2011年度 2012年4月1日 30年 2041年度末 紙 地下倉庫 財務課管財係 廃棄

財務課 会計 境界査定に関する決裁文書 公図（平成23年度） 財務課管財係 2011年度 2012年4月1日 30年 2041年度末 紙 地下倉庫 財務課管財係 廃棄

財務課 会計 登記に関する文書 登記（平成23年度） 財務課管財係 2011年度 2012年4月1日 30年 2041年度末 紙 事務室 財務課管財係 廃棄

財務課 会計 登記に関する文書 登記簿謄本（平成23年度） 財務課管財係 2011年度 2012年4月1日 30年 2041年度末 紙 事務室 財務課管財係 廃棄

財務課 会計
長期使用の関係で30年保存
が必要であるもの

長期使用（平成23年度） 財務課管財係 2011年度 2012年4月1日 30年 2041年度末 紙 事務室 財務課管財係 廃棄

財務課 会計
不動産の管理に関する決裁文
書

不動産（財産）引継書（平成23年度） 財務課管財係 2011年度 2012年4月1日 30年 2041年度末 紙 地下倉庫 財務課管財係 廃棄

財務課 会計
不動産の管理に関する決裁文
書

国立大学法人法施行規則第１４条に係る償却資産の指定関係（平
成23年度）

財務課管財係 2011年度 2012年4月1日 30年 2041年度末 紙 事務室 財務課管財係 廃棄

財務課 会計 財務諸表 財務諸表（平成23年度） 財務課決算係 2011年度 2013年4月1日 無期限 紙 地下倉庫 財務課決算係 廃棄

財務課 会計 資産台帳 資産台帳（平成24年度） 財務課管財係 2012年 2013年1月1日 無期限 紙 地下倉庫 財務課総務係 廃棄

財務課 管理・運営
本学の規程等の制定改廃に
関するもの

会計関係規程等の制定・改廃に関する文書（平成24年度） 財務課総務係 2012年度 2013年4月1日 30年 2042年度末 紙 地下倉庫 財務課総務係 廃棄

財務課 管理・運営
予算専門委員会の記録に関
するもので重要なもの

予算専門委員会資料（平成24年度） 財務課財務企画第一係 2012年度 2013年4月1日 10年 2022年度末 紙 地下倉庫 財務課財務企画係 廃棄

財務課 管理・運営
教育実践研究推進本部の記
録に関するもので重要なもの

重点研究費について（教育実践研究推進本部）（平成24年度） 財務課財務企画第一係 2012年度 2013年4月1日 10年 2022年度末 紙 地下倉庫 財務課財務企画係 廃棄

財務課 会計
国立大学改革強化推進補助
金(HATO)に関する文書

国立大学改革強化推進補助金(HATO)に関する文書(平成24年
度）

財務課財務企画第二係 2012年度 2018年4月1日
全事業完了の翌
年度から5年

2022年度末 紙 地下倉庫 財務課総務係 廃棄

財務課 会計
境界確定の関係で無期限保
存が必要であるもの

境界確定（平成24年度） 財務課管財係 2012年度 2013年4月1日 無期限 紙 事務室 財務課管財係 廃棄

財務課 会計
境界確定の関係で無期限保
存が必要であるもの

境界確定協議（平成24年度） 財務課管財係 2012年度 2013年4月1日 無期限 紙 事務室 財務課管財係 廃棄

財務課 会計 境界査定に関する決裁文書 測量のための立入り依頼（平成24年度） 財務課管財係 2012年度 2013年4月1日 30年 2042年度末 紙 地下倉庫 財務課管財係 廃棄

財務課 会計 境界査定に関する決裁文書 公図（平成24年度） 財務課管財係 2012年度 2013年4月1日 30年 2042年度末 紙 地下倉庫 財務課管財係 廃棄

財務課 会計 登記に関する文書 登記（平成24年度） 財務課管財係 2012年度 2013年4月1日 30年 2042年度末 紙 事務室 財務課管財係 廃棄

財務課 会計 登記に関する文書 登記簿謄本（平成24年度） 財務課管財係 2012年度 2013年4月1日 30年 2042年度末 紙 事務室 財務課管財係 廃棄

財務課 会計
長期使用の関係で30年保存
が必要であるもの

長期使用（平成24年度） 財務課管財係 2012年度 2013年4月1日 30年 2042年度末 紙 事務室 財務課管財係 廃棄

財務課 会計
不動産の管理に関する決裁文
書

不動産（財産）引継書（平成24年度） 財務課管財係 2012年度 2013年4月1日 30年 2042年度末 紙 地下倉庫 財務課管財係 廃棄

財務課 会計
不動産の管理に関する決裁文
書

国立大学法人法施行規則第１４条に係る償却資産の指定関係（平
成24年度）

財務課管財係 2012年度 2013年4月1日 30年 2042年度末 紙 事務室 財務課管財係 廃棄

財務課 管理・運営
顧問弁護士の相談に関するも
の

顧問弁護士相談関係（平成24年度） 財務課管財係 2012年度 2013年4月1日 10年 2022年度末 紙 事務室 財務課管財係 廃棄

財務課 会計 防火管理に関する決裁文書 防火管理・安全対策（平成24年度） 財務課管財係 2012年度 2013年4月1日 計画変更後10年 2022年度末 紙 地下倉庫 財務課管財係 廃棄

財務課 会計 概算要求に関する決裁文書 概算要求関係（平成25年度） 財務課財務企画第一係 2012年度 2013年4月1日 10年 2022年度末 紙 地下倉庫 財務課財務企画係 廃棄

財務課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

勤務時間記録簿（非常勤）（平成25年度） 財務課総務係 2013年 2014年1月1日 無期限 紙 地下倉庫 財務課総務係 廃棄

財務課 会計
計算証明（月次合計残高試算
表）

計算証明（月次合計残高試算表）（平成24年度） 財務課決算係 2012年度 2013年4月1日 10年 2022年度末 紙 地下倉庫 財務課決算係 廃棄

財務課 会計 財務諸表 財務諸表（平成24年度） 財務課決算係 2012年度 2014年4月1日 無期限 紙 地下倉庫 財務課決算係 廃棄

財務課 会計 資産台帳 資産台帳（平成25年度） 財務課管財係 2013年 2014年1月1日 無期限 紙 地下倉庫 財務課管財係 廃棄

財務課 管理・運営
本学の規程等の制定改廃に
関するもの

会計関係規程等の制定・改廃に関する文書（平成25年度） 財務課総務係 2013年度 2014年4月1日 30年 2043年度末 紙 事務室 財務課総務係 廃棄

財務課 管理・運営
予算専門委員会の記録に関
するもので重要なもの

予算専門委員会資料（平成25年度） 財務課財務企画第一係 2013年度 2014年4月1日 10年 2023年度末 紙 地下倉庫 財務課財務企画係 廃棄

財務課 管理・運営
教育実践研究推進本部の記
録に関するもので重要なもの

重点研究費について（教育実践研究推進本部）（平成25年度） 財務課財務企画第一係 2013年度 2014年4月1日 10年 2023年度末 紙 地下倉庫 財務課財務企画係 廃棄

財務課 会計
境界確定の関係で無期限保
存が必要であるもの

境界確定（平成25年度） 財務課管財係 2013年度 2014年4月1日 無期限 紙 事務室 財務課管財係 廃棄

財務課 会計
境界確定の関係で無期限保
存が必要であるもの

境界確定協議（平成25年度） 財務課管財係 2013年度 2014年4月1日 無期限 紙 事務室 財務課管財係 廃棄

財務課 会計 境界査定に関する決裁文書 測量のための立入り依頼（平成25年度） 財務課管財係 2013年度 2014年4月1日 30年 2043年度末 紙 地下倉庫 財務課管財係 廃棄

財務課 会計 境界査定に関する決裁文書 公図（平成25年度） 財務課管財係 2013年度 2014年4月1日 30年 2043年度末 紙 地下倉庫 財務課管財係 廃棄

財務課 会計 登記に関する文書 登記（平成25年度） 財務課管財係 2013年度 2014年4月1日 30年 2043年度末 紙 事務室 財務課管財係 廃棄

財務課 会計 登記に関する文書 登記簿謄本（平成25年度） 財務課管財係 2013年度 2014年4月1日 30年 2043年度末 紙 事務室 財務課管財係 廃棄
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財務課 会計
長期使用の関係で30年保存
が必要であるもの

長期使用（平成25年度） 財務課管財係 2013年度 2014年4月1日 30年 2043年度末 紙 事務室 財務課管財係 廃棄

財務課 会計
不動産の管理に関する決裁文
書

不動産（財産）引継書（平成25年度） 財務課管財係 2013年度 2014年4月1日 30年 2043年度末 紙 事務室 財務課管財係 廃棄

財務課 会計
不動産の管理に関する決裁文
書

国立大学法人法施行規則第１４条に係る償却資産の指定関係（平
成25年度）

財務課管財係 2013年度 2014年4月1日 30年 2043年度末 紙 事務室 財務課管財係 廃棄

財務課 管理・運営
顧問弁護士の相談に関するも
の

顧問弁護士相談関係（平成25年度） 財務課管財係 2013年度 2014年4月1日 10年 2023年度末 紙 事務室 財務課管財係 廃棄

財務課 会計 防火管理に関する決裁文書 防火管理・安全対策（平成25年度） 財務課管財係 2013年度 2014年4月1日 計画変更後10年 2023年度末 紙 地下倉庫 財務課管財係 廃棄

財務課 会計 概算要求に関する決裁文書 概算要求関係（平成26年度） 財務課財務企画第一係 2013年度 2014年4月1日 10年 2023年度末 紙 地下倉庫 財務課財務企画係 廃棄

財務課 会計
会計検査院等の検査及び監
査に関するもの

会計検査院会計実地検査 財務課総務係 2013年度 2014年4月1日 10年 2023年度末 紙 事務室 財務課総務係 廃棄

財務課 会計
国立大学改革強化推進補助
金(HATO)に関する文書

国立大学改革強化推進補助金(HATO)に関する文書(平成25年
度）

財務課財務企画第二係 2013年度 2018年4月1日
全事業完了の翌
年度から5年

2022年度末 紙 地下倉庫 財務課総務係 廃棄

財務課 会計
計算証明（月次合計残高試算
表）

計算証明（月次合計残高試算表）（平成25年度） 財務課決算係 2013年度 2014年4月1日 10年 2023年度末 紙 地下倉庫 財務課決算係 廃棄

財務課 会計 財務諸表 財務諸表（平成25年度） 財務課決算係 2013年度 2015年4月1日 無期限 紙 地下倉庫 財務課決算係 廃棄

財務課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

勤務時間記録簿（非常勤）（平成26年度） 財務課総務係 2014年 2015年1月1日 無期限 紙 事務室 財務課総務係 廃棄

財務課 管理・運営
本学の規程等の制定改廃に
関するもの

会計関係規程等の制定・改廃に関する文書（平成26年度） 財務課総務係 2014年度 2015年4月1日 30年 2044年度末 紙 事務室 財務課総務係 廃棄

財務課 管理・運営
予算専門委員会の記録に関
するもので重要なもの

予算専門委員会資料（平成26年度） 財務課財務企画第一係 2014年度 2015年4月1日 10年 2024年度末 紙 地下倉庫 財務課財務企画係 廃棄

財務課 管理・運営
教育実践研究推進本部の記
録に関するもので重要なもの

重点研究費について（教育実践研究推進本部）（平成26年度） 財務課財務企画第一係 2014年度 2015年4月1日 10年 2024年度末 紙 事務室 財務課財務企画係 廃棄

財務課 管理・運営
教育研究経費見直しWGの記
録に関するもので重要なもの

平成２６年度教育研究経費見直しWG 財務課財務企画第一係 2014年度 2015年4月1日 10年 2024年度末 紙 事務室 財務課財務企画係 廃棄

財務課 会計
境界確定の関係で無期限保
存が必要であるもの

境界確定（平成26年度） 財務課管財係 2014年度 2015年4月1日 無期限 紙 事務室 財務課管財係 廃棄

財務課 会計
境界確定の関係で無期限保
存が必要であるもの

境界確定協議（平成26年度） 財務課管財係 2014年度 2015年4月1日 無期限 紙 事務室 財務課管財係 廃棄

財務課 会計 境界査定に関する決裁文書 測量のための立入り依頼（平成26年度） 財務課管財係 2014年度 2015年4月1日 30年 2044年度末 紙 地下倉庫 財務課管財係 廃棄

財務課 会計 境界査定に関する決裁文書 公図（平成26年度） 財務課管財係 2014年度 2015年4月1日 30年 2044年度末 紙 地下倉庫 財務課管財係 廃棄

財務課 会計 登記に関する文書 登記（平成26年度） 財務課管財係 2014年度 2015年4月1日 30年 2044年度末 紙 事務室 財務課管財係 廃棄

財務課 会計 登記に関する文書 登記簿謄本（平成26年度） 財務課管財係 2014年度 2015年4月1日 30年 2044年度末 紙 事務室 財務課管財係 廃棄

財務課 会計
長期使用の関係で30年保存
が必要であるもの

長期使用（平成26年度） 財務課管財係 2014年度 2015年4月1日 30年 2044年度末 紙 事務室 財務課管財係 廃棄

財務課 会計
不動産の管理に関する決裁文
書

不動産（財産）引継書（平成26年度） 財務課管財係 2014年度 2015年4月1日 30年 2044年度末 紙 事務室 財務課管財係 廃棄

財務課 会計
不動産の管理に関する決裁文
書

国立大学法人法施行規則第１４条に係る償却資産の指定関係（平
成26年度）

財務課管財係 2014年度 2015年4月1日 30年 2044年度末 紙 事務室 財務課管財係 廃棄

財務課 管理・運営
顧問弁護士の相談に関するも
の

顧問弁護士相談関係（平成26年度） 財務課管財係 2014年度 2015年4月1日 10年 2024年度末 紙 事務室 財務課管財係 廃棄

財務課 会計 防火管理に関する決裁文書 防火管理・安全対策（平成26年度） 財務課管財係 2014年度 2015年4月1日 計画変更後10年 2024年度末 紙 事務室 財務課管財係 廃棄

財務課 会計 概算要求に関する決裁文書 概算要求関係（平成27年度） 財務課財務企画第一係 2014年度 2015年4月1日 10年 2024年度末 紙 地下倉庫 財務課財務企画係 廃棄

財務課 会計
国立大学改革強化推進補助
金(HATO)に関する文書

国立大学改革強化推進補助金(HATO)に関する文書(平成26年
度）

財務課財務企画第二係 2014年度 2018年4月1日
全事業完了の翌
年度から5年

2022年度末 紙 地下倉庫 財務課総務係 廃棄

財務課 会計
計算証明（月次合計残高試算
表）

計算証明（月次合計残高試算表）（平成26年度） 財務課決算係 2014年度 2015年4月1日 10年 2024年度末 紙 地下倉庫 財務課決算係 廃棄

財務課 会計 財務諸表 財務諸表（平成26年度） 財務課決算係 2014年度 2016年4月1日 無期限 紙 地下倉庫 財務課決算係 廃棄

財務課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

勤務時間記録簿（非常勤）（平成27年度） 財務課総務係 2015年 2016年1月1日 無期限 紙 地下倉庫 財務課総務係 廃棄

財務課 管理・運営
本学の規程等の制定改廃に
関するもの

会計関係規程等の制定・改廃に関する文書（平成27年度） 財務課総務係 2015年度 2016年4月1日 30年 2045年度末 紙 地下倉庫 財務課総務係 廃棄

財務課 会計
国立大学改革強化推進補助
金(HATO)に関する文書

国立大学改革強化推進補助金(HATO)に関する文書(平成27年
度）

財務課財務企画第二係 2015年度 2018年4月1日
全事業完了の翌
年度から5年

2022年度末 紙 地下倉庫 財務課総務係 廃棄

財務課 会計
不動産の管理に関する決裁文
書

不動産（財産）引継書（平成27年度） 財務課管財係 2015年度 2016年4月1日 30年 2045年度末 紙 事務室 財務課管財係 廃棄

財務課 管理・運営
予算専門委員会の記録に関
するもので重要なもの

予算専門委員会資料（平成27年度） 財務課財務企画第一係 2015年度 2016年4月1日 10年 2025年度末 紙 地下倉庫 財務課財務企画係 廃棄

財務課 会計
長期使用の関係で30年保存
が必要であるもの

長期使用（平成27年度） 財務課管財係 2015年度 2016年4月1日 30年 2045年度末 紙 事務室 財務課管財係 廃棄

財務課 会計
不動産の管理に関する決裁文
書

国立大学法人法施行規則第１４条に係る償却資産の指定関係（平
成27年度）

財務課管財係 2015年度 2016年4月1日 30年 2045年度末 紙 事務室 財務課管財係 廃棄

財務課 会計 防火管理に関する決裁文書 防火管理・安全対策（平成27年度） 財務課管財係 2015年度 2016年4月1日 計画変更後10年 2025年度末 紙 事務室 財務課管財係 廃棄

財務課 会計 概算要求に関する決裁文書 概算要求関係（平成28年度） 財務課財務企画第一係 2015年度 2016年4月1日 10年 2025年度末 紙 地下倉庫 財務課財務企画係 廃棄

財務課 会計
原子力人材育成等推進事業
費補助金に関する文書

原子力人材育成等推進事業費補助金に関する文書(平成27年度） 財務課財務企画第二係 2015年度 2018年4月1日
全事業完了の翌
年度から5年

2022年度末 紙 地下倉庫 財務課総務係 廃棄

財務課 会計
計算証明（月次合計残高試算
表）

計算証明（月次合計残高試算表）（平成27年度） 財務課決算係 2015年度 2016年4月1日 10年 2025年度末 紙 地下倉庫 財務課決算係 廃棄

財務課 会計 財務諸表 財務諸表（平成27年度） 財務課決算係 2015年度 2017年4月1日 無期限 紙 地下倉庫 財務課決算係 廃棄

財務課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

勤務時間記録簿（非常勤）（平成28年度） 財務課総務係 2016年 2017年1月1日 無期限 紙 地下倉庫 財務課総務係 廃棄

財務課 管理・運営
本学の規程等の制定改廃に
関するもの

会計関係規程等の制定・改廃に関する文書（平成28年度） 財務課総務係 2016年度 2017年4月1日 30年 2046年度末 紙 地下倉庫 財務課総務係 廃棄

財務課 会計
国立大学改革強化推進補助
金(HATO)に関する文書

国立大学改革強化推進補助金(HATO)に関する文書(平成28年
度）

財務課財務企画第二係 2016年度 2018年4月1日
全事業完了の翌
年度から5年

2022年度末 紙 地下倉庫 財務課総務係 廃棄

財務課 会計
防災管理の関係で無期限保
存が必要であるもの

防災管理維持台帳 財務課管財係 2016年度 2017年4月1日 無期限 紙 事務室 財務課管財係 廃棄 毎年度差替

財務課 会計 資産台帳 資産台帳（平成16年度）から 財務課管財係 2004年度 2005年4月1日 無期限
電子:共有サー
バー内

事務室 財務課管財係 廃棄

財務課 会計
原子力人材育成等推進事業
費補助金に関する文書

原子力人材育成等推進事業費補助金に関する文書(平成28年度） 財務課財務企画第二係 2016年度 2018年4月1日
全事業完了の翌
年度から5年

2022年度末 紙 地下倉庫 財務課総務係 廃棄

財務課 人事 勤務時間記録簿 勤務時間記録簿（平成29年） 財務課総務係 2017年 2018年1月1日 5年 2022年末 紙 地下倉庫 財務課総務係 廃棄

財務課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

勤務時間記録簿（非常勤）（平成29年度） 財務課総務係 2017年 2018年1月1日 無期限 紙 事務室 財務課総務係 廃棄

財務課 管理・運営 各種統計調査に関するもの 東京都財政収支調査（平成29年度） 財務課総務係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 地下倉庫 財務課総務係 廃棄

財務課 会計 旅行命令簿 旅行命令・依頼伺（平成29年度） 財務課総務係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 地下倉庫 財務課総務係 廃棄

財務課 会計 旅行命令簿 公務外出申請書（平成29年度） 財務課総務係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 地下倉庫 財務課総務係 廃棄

財務課 管理・運営
本学の規程等の制定改廃に
関するもの

会計関係規程等の制定・改廃に関する文書（平成29年度） 財務課総務係 2017年度 2018年4月1日 30年 2047年度末 紙 事務室 財務課総務係 廃棄

財務課 管理・運営 公印使用簿 公印使用簿（平成29年度） 財務課総務係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 地下倉庫 財務課総務係 廃棄

財務課 管理・運営 各種統計調査に関するもの 科学技術研究調査（平成29年度） 財務課総務係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 地下倉庫 財務課総務係 廃棄

財務課 会計 物品購入依頼書 購入依頼書（平成29年度） 財務課総務係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 地下倉庫 財務課総務係 廃棄

財務課 会計 寄附金に関する文書 寄附金受入関係文書（平成29年度） 財務課総務係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 地下倉庫 財務課総務係 廃棄

財務課 会計 警備日誌 警備日誌（平成29年度） 財務課総務係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 地下倉庫 財務課総務係 廃棄

財務課 会計 交通環境整備費関係 交通環境整備費関係（平成29年度） 財務課総務係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 地下倉庫 財務課総務係 廃棄

財務課 会計 概算要求に関する決裁文書 概算要求関係（平成29年度） 財務課財務企画第一係 2016年度 2017年4月1日 10年 2026年度末 紙 地下倉庫 財務課財務企画係 廃棄
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財務課 管理・運営
予算専門委員会の記録に関
するもので重要なもの

予算専門委員会資料（平成28年度） 財務課財務企画第一係 2016年度 2017年4月1日 10年 2026年度末 紙 地下倉庫 財務課財務企画係 廃棄

財務課 会計 自動車入構証交付申請 自動車入構証交付申請（平成29年度） 財務課総務係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 地下倉庫 財務課総務係 廃棄

財務課 会計 東京学芸大学基金関係文書 東京学芸大学基金関係文書（平成29年度） 財務課総務係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 地下倉庫 財務課総務係 廃棄

財務課 会計
国立大学改革強化推進補助
金(HATO)に関する文書

国立大学改革強化推進補助金(HATO)に関する文書(平成29年
度）

財務課総務係 2017年度 2018年4月1日
全事業完了の翌
年度から5年

2022年度末 紙 地下倉庫 財務課総務係 廃棄

財務課 会計
環境研究総合推進費補助金
に関する文書

環境研究総合推進費補助金に関する文書(平成29年度） 財務課総務係 2017年度 2018年4月1日
全事業完了の翌
年度から5年

2022年度末 紙 地下倉庫 財務課総務係 廃棄

財務課 会計
原子力人材育成等推進事業
費補助金に関する文書

原子力人材育成等推進事業費補助金に関する文書(平成29年度） 財務課総務係 2017年度 2018年4月1日
全事業完了の翌
年度から5年

2022年度末 紙 地下倉庫 財務課総務係 廃棄

財務課 会計 契約伺いに関する決裁文書 契約締結伺（平成29年度） 財務課総務係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 地下倉庫 財務課総務係 廃棄

財務課 会計 委任経理に関する決裁文書
受託事業関係文書（グローブ推進事業の中央センター事業）関係
文書（平成29年度）

財務課総務係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 地下倉庫 財務課総務係 廃棄

財務課 会計 委任経理に関する決裁文書 受託事業関係文書（自治体・教育委員会等事業）（平成29年度） 財務課総務係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 地下倉庫 財務課総務係 廃棄

財務課 会計 委任経理に関する決裁文書 受託事業関係文書（附属学校）（平成29年度） 財務課総務係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 地下倉庫 財務課総務係 廃棄

財務課 会計
振替伝票（財務会計支払関
係）綴

振替伝票（平成29年度） 財務課総務係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 地下倉庫 財務課総務係 廃棄

財務課 会計
他機関等からの照会文書、公
募文書

他機関等からの照会文書、公募文書（平成29年度） 財務課総務係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 地下倉庫 財務課総務係 廃棄

財務課 人事 勤務時間記録簿 勤務時間記録簿（平成30年） 財務課総務係 2018年 2019年1月1日 5年 2023年末 紙 事務室 財務課総務係 廃棄

財務課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

勤務時間記録簿（非常勤）（平成30年度） 財務課総務係 2018年 2019年1月1日 無期限 紙 事務室 財務課総務係 廃棄

財務課 会計
計算証明（月次合計残高試算
表）

計算証明（月次合計残高試算表）（平成28年度） 財務課決算係 2016年度 2017年4月1日 10年 2026年度末 紙 地下倉庫 財務課決算係 廃棄

財務課 会計 財務諸表 財務諸表（平成28年度） 財務課決算係 2016年度 2018年4月1日 無期限 紙 地下倉庫 財務課決算係 廃棄

財務課 会計
不動産の管理に関する決裁文
書

不動産（財産）引継書（平成28年度） 財務課管財係 2016年度 2017年4月1日 30年 2046年度末 紙 事務室 財務課管財係 廃棄

財務課 会計
長期使用の関係で30年保存
が必要であるもの

長期使用（平成28年度） 財務課管財係 2016年度 2017年4月1日 30年 2046年度末 紙 事務室 財務課管財係 廃棄

財務課 会計
不動産の管理に関する決裁文
書

国立大学法人法施行規則第１４条に係る償却資産の指定関係（平
成28年度）

財務課管財係 2016年度 2017年4月1日 30年 2046年度末 紙 事務室 財務課管財係 廃棄

財務課 会計 防火管理に関する決裁文書 防火管理・安全対策（平成28年度） 財務課管財係 2016年度 2017年4月1日 計画変更後10年 2026年度末 紙 事務室 財務課管財係 廃棄

財務課 会計 国立大学法人損害保険関係 国立大学法人損害保険関係（平成29年度） 財務課副課長 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 財務課副課長 廃棄

財務課 会計 資金運用関係 資金運用関係（平成29年度） 財務課副課長 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 財務課副課長 廃棄

財務課 会計
国立大学法人損害保険竹早
地区火災関係

国立大学法人損害保険竹早地区火災関係（平成29年度） 財務課副課長 2017年度 2018年4月1日 30年 2047年度末 紙 事務室 財務課副課長 廃棄

財務課 管理・運営 各種統計調査に関するもの 東京都財政収支調査（平成30年度） 財務課総務係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 地下倉庫 財務課総務係 廃棄

財務課 会計 旅行命令簿 旅行命令・依頼伺（平成30年度） 財務課総務係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 地下倉庫 財務課総務係 廃棄

財務課 会計 旅行命令簿 公務外出申請書（平成30年度） 財務課総務係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 地下倉庫 財務課総務係 廃棄

財務課 管理・運営
本学の規程等の制定改廃に
関するもの

会計関係規程等の制定・改廃に関する文書（平成30年度） 財務課総務係 2018年度 2019年4月1日 30年 2048年度末 紙 事務室 財務課総務係 廃棄

財務課 管理・運営 各種統計調査に関するもの 科学技術研究調査（平成30年度） 財務課総務係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 地下倉庫 財務課総務係 廃棄

財務課 会計 物品購入依頼書 購入依頼書（平成30年度） 財務課総務係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 地下倉庫 財務課総務係 廃棄

財務課 会計 寄附金に関する文書 寄附金受入関係文書（平成30年度） 財務課総務係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 地下倉庫 財務課総務係 廃棄

財務課 会計 交通環境整備費関係 交通環境整備費関係（平成30年度） 財務課総務係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 地下倉庫 財務課総務係 廃棄

財務課 会計 自動車入構証交付申請 自動車入構証交付申請（平成30年度） 財務課総務係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 地下倉庫 財務課総務係 廃棄

財務課 会計 東京学芸大学基金関係文書 東京学芸大学基金関係文書（平成30年度） 財務課総務係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 地下倉庫 財務課総務係 廃棄

財務課 会計 契約伺いに関する決裁文書 契約締結伺（平成30年度） 財務課総務係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 地下倉庫 財務課総務係 廃棄

財務課 会計 委任経理に関する決裁文書
受託事業関係文書（グローブ推進事業の中央センター事業）関係
文書（平成30年度）

財務課総務係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 地下倉庫 財務課総務係 廃棄

財務課 会計 委任経理に関する決裁文書 受託事業関係文書（自治体・教育委員会等事業）（平成30年度） 財務課総務係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 地下倉庫 財務課総務係 廃棄

財務課 会計 委任経理に関する決裁文書 受託事業関係文書（附属学校）（平成30年度） 財務課総務係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 地下倉庫 財務課総務係 廃棄

財務課 会計
振替伝票（財務会計支払関
係）綴

振替伝票（平成30年度） 財務課総務係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 地下倉庫 財務課総務係 廃棄

財務課 管理・運営
法令，規則，通達等で本学の
規程等の規範となるもの

法規・通達綴（平成15年度） 主計課総務係 2003年度 2004年4月1日 30年 2033年度末 紙 地下倉庫 財務課総務係 廃棄

財務課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

勤務時間記録簿（非常勤）（平成31年度） 財務課総務係 2019年 2020年1月1日 無期限 紙 事務室 財務課総務係 廃棄

財務課 人事
休暇簿等の給与簿に関するも
の

休暇簿（年休・病休・特休）（平成31年） 財務課総務係 2019年 2020年1月1日 3年 2022年末 紙 事務室 財務課総務係 廃棄

財務課 管理・運営 各種統計調査に関するもの 東京都財政収支調査（平成31年度） 財務課総務係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 財務課総務係 廃棄

財務課 人事
休暇簿等の給与簿に関するも
の

週休日の振替及び半日勤務の割振り変更簿（平成31年） 財務課総務係 2019年 2020年1月1日 3年 2022年末 紙 事務室 財務課総務係 廃棄

財務課 会計 旅行命令簿 旅行命令・依頼伺（平成31年度） 財務課総務係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 財務課総務係 廃棄

財務課 会計 旅行命令簿 公務外出申請書（平成31年度） 財務課総務係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 財務課総務係 廃棄

財務課 管理・運営
本学の規程等の制定改廃に
関するもの

会計関係規程等の制定・改廃に関する文書（平成31年度） 財務課総務係 2019年度 2020年4月1日 30年 2049年度末 紙 事務室 財務課総務係 廃棄

財務課 管理・運営
予算専門委員会の記録に関
するもので重要なもの

予算専門委員会資料（平成29年度） 財務課財務企画第一係 2017年度 2018年4月1日 10年 2027年度末 紙 地下倉庫 財務課財務企画係 廃棄

財務課 管理・運営
文部科学省からの諸令達・通
達及び往復書簡

文部科学省からの照会文書（平成29年度） 財務課財務企画第一係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 地下倉庫 財務課財務企画係 廃棄

財務課 会計 予算要求に関する文書 予算要求関係（平成29年度） 財務課財務企画第一係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 財務課財務企画係 廃棄

財務課 会計 予算振替に関する文書 予算振替通知（平成29年度） 財務課財務企画第一係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 地下倉庫 財務課財務企画係 廃棄

財務課 会計 予算配分に関する文書 予算配分通知（平成29年度） 財務課財務企画第一係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 財務課財務企画係 廃棄

財務課 会計 概算要求に関する決裁文書 概算要求関係（平成30年度） 財務課財務企画第一係 2017年度 2018年4月1日 10年 2027年度末 紙 事務室 財務課財務企画係 廃棄

財務課 会計
計算証明（月次合計残高試算
表）

計算証明（月次合計残高試算表）（平成29年度） 財務課決算係 2017年度 2018年4月1日 10年 2027年度末 紙 地下倉庫 財務課決算係 廃棄

財務課 会計 決算係作成伝票綴 決算係作成伝票綴（平成29年度） 財務課決算係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 地下倉庫 財務課決算係 廃棄

財務課 会計 財務諸表 財務諸表（平成29年度） 財務課決算係 2017年度 2019年4月1日 無期限 紙 地下倉庫 財務課決算係 廃棄

財務課 会計 決算係文書綴 決算係文書綴（平成29年度） 財務課決算係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 地下倉庫 財務課決算係 廃棄

財務課 会計
不動産の管理に関する決裁文
書

不動産（財産）引継書（平成29年度） 財務課管財係 2017年度 2018年4月1日 30年 2047年度末 紙 事務室 財務課管財係 廃棄

財務課 会計
一時使用の関係で5年保存が
必要であるもの

一時使用（平成29年度） 財務課管財係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 財務課管財係 廃棄

財務課 会計
長期使用の関係で30年保存
が必要であるもの

長期使用（平成29年度） 財務課管財係 2017年度 2018年4月1日 30年 2047年度末 紙 事務室 財務課管財係 廃棄

財務課 会計
不動産の管理に関する決裁文
書

国立大学法人法施行規則第１４条に係る償却資産の指定関係（平
成29年度）

財務課管財係 2017年度 2018年4月1日 30年 2047年度末 紙 事務室 財務課管財係 廃棄

財務課 会計 防火管理に関する決裁文書 防火管理・安全対策（平成29年度） 財務課管財係 2017年度 2018年4月1日 計画変更後10年 2027年度末 紙 事務室 財務課管財係 廃棄
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部局名 １）大分類 ２）中分類 ３）小分類（法人文書ファイル名） ４）作成・取得者
５）作成・取得年度
等

６）起算日 ７）保存期間
８）保存期間
    満了時期

９）媒体の種別 10）保存場所 11）管理担当課・係
12)保存期間満
了時の措置

備考

財務課 会計 国立大学法人損害保険関係 国立大学法人損害保険関係（平成30年度） 財務課副課長 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 財務課副課長 廃棄

財務課 会計 資金運用関係 資金運用関係（平成30年度） 財務課副課長 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 財務課副課長 廃棄

財務課 会計
平成30年度業務上の余裕金
運用管理基準（第１）文科大臣
認定

平成30年度業務上の余裕金運用管理基準（第１）文科大臣認定 財務課副課長 2018年度 2019年4月1日 30年 2048年度末 紙 事務室 財務課副課長 廃棄

財務課 会計
文部科学省他照会等文書関
係

文部科学省他照会等文書関係（平成31年度） 財務課総務係 2019年度 2020年4月1日 3年 2022年度末 紙 事務室 財務課総務係 廃棄

財務課 管理・運営 各種統計調査に関するもの 科学技術研究調査（平成31年度） 財務課総務係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 財務課総務係 廃棄

財務課 会計 物品購入依頼書 購入依頼書（平成31年度） 財務課総務係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 財務課総務係 廃棄

財務課 会計 寄附金に関する文書 寄附金受入関係文書（平成31年度） 財務課総務係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 財務課総務係 廃棄

財務課 会計 学内文書関係 学内文書関係（平成31年度） 財務課総務係 2019年度 2020年4月1日 3年 2022年度末 紙 事務室 財務課総務係 廃棄

財務課 会計 謝金単価協議書 謝金単価協議書（平成31年度） 財務課総務係 2019年度 2020年4月1日 3年 2022年度末 紙 事務室 財務課総務係 廃棄

財務課 会計 交通環境整備費関係 交通環境整備費関係（平成31年度） 財務課総務係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 財務課総務係 廃棄

財務課 会計 自動車入構証交付申請 自動車入構証交付申請（平成31年度） 財務課総務係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 財務課総務係 廃棄

財務課 会計 東京学芸大学基金関係文書 東京学芸大学基金関係文書（平成31年度） 財務課総務係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 財務課総務係 廃棄

財務課 会計 契約伺いに関する決裁文書 契約締結伺（平成31年度） 財務課総務係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 財務課総務係 廃棄

財務課 会計 委任経理に関する決裁文書
受託事業関係文書（グローブ推進事業の中央センター事業）関係
文書（平成31年度）

財務課総務係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 財務課総務係 廃棄

財務課 会計 委任経理に関する決裁文書 受託事業関係文書（自治体・教育委員会等事業）（平成31年度） 財務課総務係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 財務課総務係 廃棄

財務課 会計 委任経理に関する決裁文書 受託事業関係文書（附属学校）（平成31年度） 財務課総務係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 財務課総務係 廃棄

財務課 会計
振替伝票（財務会計支払関
係）綴

振替伝票（平成31年度） 財務課総務係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 財務課総務係 廃棄

財務課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

勤務時間記録簿（非常勤）（令和2年度） 財務課総務係 2020年 2021年1月1日 無期限 紙 事務室 財務課総務係 廃棄

財務課 人事
休暇簿等の給与簿に関するも
の

休暇簿（年休・病休・特休）（令和2年） 財務課総務係 2020年 2021年1月1日 3年 2023年末 紙 事務室 財務課総務係 廃棄

財務課 管理・運営 各種統計調査に関するもの 東京都財政収支調査（令和2年度） 財務課総務係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 財務課総務係 廃棄

財務課 人事
休暇簿等の給与簿に関するも
の

週休日の振替及び半日勤務の割振り変更簿（令和2年） 財務課総務係 2020年 2021年1月1日 3年 2023年末 紙 事務室 財務課総務係 廃棄

財務課 会計 旅行命令簿 旅行命令・依頼伺（令和2年度） 財務課総務係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 財務課総務係 廃棄

財務課 会計 旅行命令簿 公務外出申請書（令和2年度） 財務課総務係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 財務課総務係 廃棄

財務課 管理・運営
本学の規程等の制定改廃に
関するもの

会計関係規程等の制定・改廃に関する文書（令和2年度） 財務課総務係 2020年度 2021年4月1日 30年 2050年度末 紙 事務室 財務課総務係 廃棄

財務課 会計
文部科学省他照会等文書関
係

文部科学省他照会等文書関係（令和2年度） 財務課総務係 2020年度 2021年4月1日 3年 2023年度末 紙 事務室 財務課総務係 廃棄

財務課 管理・運営 各種統計調査に関するもの 科学技術研究調査（令和2年度） 財務課総務係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 財務課総務係 廃棄

財務課 管理・運営
予算専門委員会の記録に関
するもので重要なもの

予算専門委員会資料（平成30年度） 財務課財務企画係 2018年度 2019年4月1日 10年 2028年度末 紙 地下倉庫 財務課財務企画係 廃棄

財務課 管理・運営
文部科学省からの諸令達・通
達及び往復書簡

文部科学省からの照会文書（平成30年度） 財務課財務企画係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 地下倉庫 財務課財務企画係 廃棄

財務課 会計 予算要求に関する文書 予算要求関係（平成30年度） 財務課財務企画係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 財務課財務企画係 廃棄

財務課 会計 予算振替に関する文書 予算振替通知（平成30年度） 財務課財務企画係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 地下倉庫 財務課財務企画係 廃棄

財務課 会計 予算配分に関する文書 予算配分通知（平成30年度） 財務課財務企画係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 財務課財務企画係 廃棄

財務課 会計 概算要求に関する決裁文書 概算要求関係（平成31年度） 財務課財務企画係 2018年度 2019年4月1日 10年 2028年度末 紙 事務室 財務課財務企画係 廃棄

財務課 会計
計算証明（月次合計残高試算
表）

計算証明（月次合計残高試算表）（平成30年度） 財務課決算係 2018年度 2019年4月1日 10年 2028年度末 紙 地下倉庫 財務課決算係 廃棄

財務課 会計 決算係作成伝票綴 決算係作成伝票綴（平成30年度） 財務課決算係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 地下倉庫 財務課決算係 廃棄

財務課 会計 財務諸表 財務諸表（平成30年度） 財務課決算係 2018年度 2020年4月1日 無期限 紙 地下倉庫 財務課決算係 廃棄

財務課 会計 決算係文書綴 決算係文書綴（平成30年度） 財務課決算係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 地下倉庫 財務課決算係 廃棄

財務課 会計
不動産の管理に関する決裁文
書

不動産（財産）引継書（平成30年度） 財務課管財係 2018年度 2019年4月1日 30年 2048年度末 紙 事務室 財務課管財係 廃棄

財務課 会計
一時使用の関係で5年保存が
必要であるもの

一時使用（平成30年度） 財務課管財係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 財務課管財係 廃棄

財務課 会計
長期使用の関係で30年保存
が必要であるもの

長期使用（平成30年度） 財務課管財係 2018年度 2019年4月1日 30年 2048年度末 紙 事務室 財務課管財係 廃棄

財務課 会計
不動産の管理に関する決裁文
書

国立大学法人法施行規則第１４条に係る償却資産の指定関係（平
成30年度）

財務課管財係 2018年度 2019年4月1日 30年 2048年度末 紙 事務室 財務課管財係 廃棄

財務課 会計 防火管理に関する決裁文書 防火管理・安全対策（平成30年度） 財務課管財係 2018年度 2019年4月1日 計画変更後10年 2028年度末 紙 事務室 財務課管財係 廃棄

財務課 管理・運営
本学の規程等の制定改廃に
関するもの

規程等改正関係・小金井クラブ料金改正（平成30年度） 財務課管財係 2018年度 2019年4月1日 30年 2048年度末 紙 事務室 財務課管財係 廃棄

財務課 会計 国立大学法人損害保険関係 国立大学法人損害保険関係（令和元年度） 財務課副課長 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 財務課副課長 廃棄

財務課 会計 資金運用関係 資金運用関係（令和元年度） 財務課副課長 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 財務課副課長 廃棄

財務課 会計 物品購入依頼書 購入依頼書（令和2年度） 財務課総務係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 財務課総務係 廃棄

財務課 会計 寄附金に関する文書 寄附金受入関係文書（令和2年度） 財務課総務係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 財務課総務係 廃棄

財務課 会計 学内文書関係 学内文書関係（令和2年度） 財務課総務係 2020年度 2021年4月1日 3年 2023年度末 紙 事務室 財務課総務係 廃棄

財務課 会計 謝金単価協議書 謝金単価協議書（令和2年度） 財務課総務係 2020年度 2021年4月1日 3年 2023年度末 紙 事務室 財務課総務係 廃棄

財務課 会計 交通環境整備費関係 交通環境整備費関係（令和2年度） 財務課総務係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 財務課総務係 廃棄

財務課 会計 自動車入構証交付申請 自動車入構証交付申請（令和2年度） 財務課総務係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 財務課総務係 廃棄

財務課 会計 東京学芸大学基金関係文書 東京学芸大学基金関係文書（令和2年度） 財務課総務係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 財務課総務係 廃棄

財務課 会計 契約伺いに関する決裁文書 契約締結伺（令和2年度） 財務課総務係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 財務課総務係 廃棄

財務課 会計
振替伝票（財務会計支払関
係）綴

振替伝票（令和2年度） 財務課総務係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 財務課総務係 廃棄

財務課 会計 自転車登録申請書 自転車登録申請書（令和2年度） 財務課総務係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 財務課総務係 廃棄

財務課 管理・運営
予算専門委員会の記録に関
するもので重要なもの

予算専門委員会資料（令和元年度） 財務課財務企画係 2019年度 2020年4月1日 10年 2029年度末 紙 事務室 財務課財務企画係 廃棄

財務課 管理・運営
文部科学省からの諸令達・通
達及び往復書簡

文部科学省からの照会文書（令和元年度） 財務課財務企画係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 財務課財務企画係 廃棄

財務課 会計 予算要求に関する文書 予算要求関係（令和元年度） 財務課財務企画係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 財務課財務企画係 廃棄

財務課 会計 予算振替に関する文書 予算振替通知（令和元年度） 財務課財務企画係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 地下倉庫 財務課財務企画係 廃棄

財務課 会計 予算配分に関する文書 予算配分通知（令和元年度） 財務課財務企画係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 財務課財務企画係 廃棄

財務課 会計 概算要求に関する決裁文書 概算要求関係（令和２年度） 財務課財務企画係 2019年度 2020年4月1日 10年 2029年度末 紙 事務室 財務課財務企画係 廃棄

財務課 会計
計算証明（月次合計残高試算
表）

計算証明（月次合計残高試算表）（令和元年度） 財務課決算係 2019年度 2020年4月1日 10年 2029年度末 紙 事務室 財務課決算係 廃棄
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部局名 １）大分類 ２）中分類 ３）小分類（法人文書ファイル名） ４）作成・取得者
５）作成・取得年度
等

６）起算日 ７）保存期間
８）保存期間
    満了時期

９）媒体の種別 10）保存場所 11）管理担当課・係
12)保存期間満
了時の措置

備考

財務課 会計 決算係作成伝票綴 決算係作成伝票綴（令和元年度） 財務課決算係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 財務課決算係 廃棄

財務課 会計 財務諸表 財務諸表（令和元年度） 財務課決算係 2019年度 2021年4月1日 無期限 紙 事務室 財務課決算係 廃棄

財務課 会計 決算係文書綴 決算係文書綴（令和元年度） 財務課決算係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 財務課決算係 廃棄

財務課 管理・運営
顧問弁護士の相談に関するも
の

顧問弁護士相談関係（平成29年度） 財務課管財係 2017年度 2018年4月1日 10年 2027年度末 紙 事務室 財務課管財係 廃棄

財務課 会計
不動産の管理に関する決裁文
書

不動産（財産）引継書（令和元年度） 財務課管財係 2019年度 2020年4月1日 30年 2049年度末 紙 事務室 財務課管財係 廃棄

財務課 会計
一時使用の関係で5年保存が
必要であるもの

一時使用（令和元年度） 財務課管財係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 財務課管財係 廃棄

財務課 会計
長期使用の関係で30年保存
が必要であるもの

長期使用（令和元年度） 財務課管財係 2019年度 2020年4月1日 30年 2049年度末 紙 事務室 財務課管財係 廃棄

財務課 会計
宿舎の貸与承認、債権に関す
る文書（本学職員）

宿舎入退去債権（令和元年度） 財務課管財係 2019年度 2020年4月1日 3年 2022年度末 紙 事務室 財務課管財係 廃棄

財務課 会計
建物使用貸借契約に関する文
書（他機関）

小平第３住宅契約書（令和元年度） 財務課管財係 2019年度 2020年4月1日 3年 2022年度末 紙 事務室 財務課管財係 廃棄

財務課 会計
建物使用貸借契約に関する文
書（他機関）

ハイム学芸契約書（令和元年度） 財務課管財係 2019年度 2020年4月1日 3年 2022年度末 紙 事務室 財務課管財係 廃棄

財務課 管理・運営 他機関からの通知文書 各大学からの照会文書（令和元年度） 財務課管財係 2019年度 2020年4月1日 3年 2022年度末 紙 事務室 財務課管財係 廃棄

財務課 会計
不動産の管理に関する決裁文
書

国立大学法人法施行規則第１４条に係る償却資産の指定関係（令
和元年度）

財務課管財係 2019年度 2020年4月1日 30年 2049年度末 紙 事務室 財務課管財係 廃棄

財務課 会計 防火管理に関する決裁文書 防火管理・安全対策（令和元年度） 財務課管財係 2019年度 2020年4月1日 計画変更後10年 2029年度末 紙 事務室 財務課管財係 廃棄

財務課 会計 国立大学法人損害保険関係 国立大学法人損害保険関係（令和2年度） 財務課副課長 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 財務課副課長 廃棄

財務課 会計 資金運用関係 資金運用関係（令和2年度） 財務課副課長 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 財務課副課長 廃棄

財務課 管理・運営
予算専門委員会の記録に関
するもので重要なもの

予算専門委員会資料（令和２年度） 財務課財務企画係 2020年度 2021年4月1日 10年 2030年度末 紙 事務室 財務課財務企画係 廃棄

財務課 管理・運営
文部科学省からの諸令達・通
達及び往復書簡

文部科学省からの照会文書（令和２年度） 財務課財務企画係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 財務課財務企画係 廃棄
調査報告（雑件）のこと。
ファイル名については、過去に倣い、「ファイル
作成年度」を使用。

財務課 会計 予算要求に関する文書 予算要求関係（令和２年度） 財務課財務企画係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 財務課財務企画係 廃棄
ヒアリング資料のこと。
ファイル名については、過去に倣い、「ファイル
作成年度」を使用。

財務課 会計 予算振替に関する文書 予算振替通知（令和２年度） 財務課財務企画係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 財務課財務企画係 廃棄

財務課 会計 予算配分に関する文書 予算配分通知（令和２年度） 財務課財務企画係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 財務課財務企画係 廃棄

財務課 会計 概算要求に関する決裁文書 概算要求関係（令和３年度） 財務課財務企画係 2020年度 2021年4月1日 10年 2030年度末 紙 事務室 財務課財務企画係 廃棄
ファイル名については、過去に倣い、「ファイル
作成年度」を使用。

財務課 会計
計算証明（月次合計残高試算
表）

計算証明（月次合計残高試算表）（令和2年度） 財務課決算係 2020年度 2021年4月1日 10年 2030年度末 紙 事務室 財務課決算係 廃棄

財務課 会計 決算係作成伝票綴 決算係作成伝票綴（令和2年度） 財務課決算係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 財務課決算係 廃棄

財務課 会計 財務諸表 財務諸表（令和2年度） 財務課決算係 2020年度 2022年4月1日 無期限 紙 事務室 財務課決算係 廃棄

財務課 会計 決算係文書綴 決算係文書綴（令和2年度） 財務課決算係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 財務課決算係 廃棄

財務課 会計
不動産の管理に関する決裁文
書

不動産（財産）引継書（令和2年度） 財務課管財係 2020年度 2021年4月1日 30年 2050年度末 紙 事務室 財務課管財係 廃棄

財務課 会計
一時使用の関係で5年保存が
必要であるもの

一時使用（令和2年度） 財務課管財係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 財務課管財係 廃棄

財務課 会計
長期使用の関係で30年保存
が必要であるもの

長期使用（令和2年度） 財務課管財係 2020年度 2021年4月1日 30年 2050年度末 紙 事務室 財務課管財係 廃棄

財務課 会計
宿舎の貸与承認、債権に関す
る文書（本学職員）

宿舎入退去債権（令和2年度） 財務課管財係 2020年度 2021年4月1日 3年 2023年度末 紙 事務室 財務課管財係 廃棄

財務課 会計
建物使用貸借契約に関する文
書（他機関）

小平第３住宅契約書（令和2年度） 財務課管財係 2020年度 2021年4月1日 3年 2023年度末 紙 事務室 財務課管財係 廃棄

財務課 会計
建物使用貸借契約に関する文
書（他機関）

ハイム学芸契約書（令和2年度） 財務課管財係 2020年度 2021年4月1日 3年 2023年度末 紙 事務室 財務課管財係 廃棄

財務課 管理・運営 他機関からの通知文書 各大学からの照会文書（令和2年度） 財務課管財係 2020年度 2021年4月1日 3年 2023年度末 紙 事務室 財務課管財係 廃棄

財務課 会計
不動産の管理に関する決裁文
書

国立大学法人法施行規則第１４条に係る償却資産の指定関係（令
和2年度）

財務課管財係 2020年度 2021年4月1日 30年 2050年度末 紙 事務室 財務課管財係 廃棄

財務課 会計 防火管理に関する決裁文書 防火管理・安全対策（令和2年度） 財務課管財係 2020年度 2021年4月1日 計画変更後10年 2030年度末 紙 事務室 財務課管財係 廃棄

財務課 管理・運営
顧問弁護士の相談に関するも
の

顧問弁護士相談関係（平成30年度） 財務課管財係 2018年度 2019年4月1日 10年 2028年度末 紙 事務室 財務課管財係 廃棄

財務課 会計
不動産の管理に関する決裁文
書

不動産（財産）引継書（令和3年度） 財務課管財係 2021年度 2022年4月1日 30年 2051年度末 紙 事務室 財務課管財係 廃棄

財務課 会計
一時使用の関係で5年保存が
必要であるもの

一時使用（令和3年度） 財務課管財係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 財務課管財係 廃棄

財務課 会計
長期使用の関係で30年保存
が必要であるもの

長期使用（令和3年度） 財務課管財係 2021年度 2022年4月1日 30年 2051年度末 紙 事務室 財務課管財係 廃棄

財務課 会計
宿舎の貸与承認、債権に関す
る文書（本学職員）

宿舎入退去債権（令和3年度） 財務課管財係 2021年度 2022年4月1日 3年 2024年度末 紙 事務室 財務課管財係 廃棄

財務課 会計
建物使用貸借契約に関する文
書（他機関）

小平第３住宅契約書（令和3年度） 財務課管財係 2021年度 2022年4月1日 3年 2024年度末 紙 事務室 財務課管財係 廃棄

財務課 会計
建物使用貸借契約に関する文
書（他機関）

ハイム学芸契約書（令和3年度） 財務課管財係 2021年度 2022年4月1日 3年 2024年度末 紙 事務室 財務課管財係 廃棄

財務課 管理・運営 他機関からの通知文書 各大学からの照会文書（令和3年度） 財務課管財係 2021年度 2022年4月1日 3年 2024年度末 紙 事務室 財務課管財係 廃棄

財務課 会計
不動産の管理に関する決裁文
書

国立大学法人法施行規則第１４条に係る償却資産の指定関係（令
和3年度）

財務課管財係 2021年度 2022年4月1日 30年 2051年度末 紙 事務室 財務課管財係 廃棄

財務課 会計 防火管理に関する決裁文書 防火管理・安全対策（令和3年度） 財務課管財係 2021年度 2022年4月1日 計画変更後10年 2031年度末 紙 事務室 財務課管財係 廃棄

財務課 人事
休暇簿等の給与簿に関するも
の

週休日の振替及び半日勤務の割振り変更簿（令和3年） 財務課総務係 2021年 2022年1月1日 3年 2024年末 紙 事務室 財務課総務係 廃棄

財務課 人事
休暇簿等の給与簿に関するも
の

休暇簿（年休・病休・特休）（令和3年） 財務課総務係 2021年 2022年1月1日 3年 2024年末 紙 事務室 財務課総務係 廃棄

財務課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

勤務時間記録簿（非常勤）（令和3年度） 財務課総務係 2021年 2022年1月1日 無期限 紙 事務室 財務課総務係 廃棄

財務課 会計
文部科学省他照会等文書関
係

文部科学省他照会等文書関係（令和3年度） 財務課総務係 2021年度 2022年4月1日 3年 2024年度末 紙 事務室 財務課総務係 廃棄

財務課 会計 学内文書関係 学内文書関係（令和3年度） 財務課総務係 2021年度 2022年4月1日 3年 2024年度末 紙 事務室 財務課総務係 廃棄

財務課 会計 謝金単価協議書 謝金単価協議書（令和3年度） 財務課総務係 2021年度 2022年4月1日 3年 2024年度末 紙 事務室 財務課総務係 廃棄

財務課 管理・運営 各種統計調査に関するもの 東京都財政収支調査（令和3年度） 財務課総務係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 財務課総務係 廃棄

財務課 会計 旅行命令簿 旅行命令・依頼伺（令和3年度） 財務課総務係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 財務課総務係 廃棄

財務課 会計 旅行命令簿 公務外出申請書（令和3年度） 財務課総務係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 財務課総務係 廃棄

財務課 管理・運営 各種統計調査に関するもの 科学技術研究調査（令和3年度） 財務課総務係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 財務課総務係 廃棄

財務課 会計 物品購入依頼書 購入依頼書（令和3年度） 財務課総務係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 財務課総務係 廃棄

財務課 会計 寄附金に関する文書 寄附金受入関係文書（令和3年度） 財務課総務係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 財務課総務係 廃棄

財務課 会計 交通環境整備費関係 交通環境整備費関係（令和3年度） 財務課総務係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 財務課総務係 廃棄

財務課 会計 自動車入構証交付申請 自動車入構証交付申請（令和3年度） 財務課総務係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 財務課総務係 廃棄

財務課 会計 東京学芸大学基金関係文書 東京学芸大学基金関係文書（令和3年度） 財務課総務係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 財務課総務係 廃棄

財務課 会計 契約伺いに関する決裁文書 契約締結伺（令和3年度） 財務課総務係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 財務課総務係 廃棄

財務課 会計
振替伝票（財務会計支払関
係）綴

振替伝票（令和3年度） 財務課総務係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 財務課総務係 廃棄
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部局名 １）大分類 ２）中分類 ３）小分類（法人文書ファイル名） ４）作成・取得者
５）作成・取得年度
等

６）起算日 ７）保存期間
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    満了時期

９）媒体の種別 10）保存場所 11）管理担当課・係
12)保存期間満
了時の措置

備考

財務課 会計 自転車登録申請書 自転車登録申請書（令和3年度） 財務課総務係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 財務課総務係 廃棄

財務課 管理・運営
本学の規程等の制定改廃に
関するもの

会計関係規程等の制定・改廃に関する文書（令和3年度） 財務課総務係 2021年度 2022年4月1日 30年 2051年度末 紙 事務室 財務課総務係 廃棄

財務課 人事 勤務時間記録簿 勤務時間記録簿（令和3年度） 財務課総務係 2021年 2022年1月1日 無期限 紙 事務室 財務課総務係 廃棄

財務課 会計
計算証明（月次合計残高試算
表）

計算証明（月次合計残高試算表）（令和3年度） 財務課決算係 2021年度 2022年4月1日 10年 2031年度末 紙 事務室 財務課決算係 廃棄

財務課 会計 決算係作成伝票綴 決算係作成伝票綴（令和3年度） 財務課決算係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 財務課決算係 廃棄

財務課 会計 財務諸表 財務諸表（令和3年度） 財務課決算係 2021年度 2022年4月1日 無期限 紙 事務室 財務課決算係 廃棄

財務課 会計 決算係文書綴 決算係文書綴（令和3年度） 財務課決算係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 財務課決算係 廃棄

財務課 管理・運営
予算専門委員会の記録に関
するもので重要なもの

予算専門委員会資料（令和３年度） 財務課財務企画係 2021年度 2022年4月1日 10年 2031年度末 紙 事務室 財務課財務企画係 廃棄

財務課 管理・運営
文部科学省からの諸令達・通
達及び往復書簡

文部科学省からの照会文書（令和３年度） 財務課財務企画係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 財務課財務企画係 廃棄
調査報告（雑件）のこと。
ファイル名については、過去に倣い、「ファイル
作成年度」を使用。

財務課 会計 予算要求に関する文書 予算要求関係（令和３年度） 財務課財務企画係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 財務課財務企画係 廃棄
ヒアリング資料のこと。
ファイル名については、過去に倣い、「ファイル
作成年度」を使用。

財務課 会計 予算振替に関する文書 予算振替関係（令和３年度） 財務課財務企画係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 財務課財務企画係 廃棄

財務課 会計 予算配分に関する文書 予算配分関係（令和３年度） 財務課財務企画係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 財務課財務企画係 廃棄

財務課 会計 概算要求に関する決裁文書 概算要求関係（令和４年度） 財務課財務企画係 2021年度 2022年4月1日 10年 2031年度末 紙 事務室 財務課財務企画係 廃棄
ファイル名については、過去に倣い、「ファイル
作成年度」を使用。

財務課 会計 国立大学法人損害保険関係 国立大学法人損害保険関係（令和3年度） 財務課副課長 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 財務課副課長 廃棄

財務課 会計 資金運用関係 資金運用関係（令和3年度） 財務課副課長 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 財務課副課長 廃棄

経理課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成8年度非常勤出勤簿 経理部契約室契約第一係 1996年度 1997年4月1日 無期限 紙 事務室 財務・研究推進部経理課管理係 廃棄

経理課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成9年度非常勤出勤簿 経理部契約室契約第一係 1997年度 1998年4月1日 無期限 紙 事務室 財務・研究推進部経理課管理係 廃棄

経理課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成10年度非常勤出勤簿 経理部契約室契約第一係 1998年度 1999年4月1日 無期限 紙 事務室 財務・研究推進部経理課管理係 廃棄

経理課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成11年度非常勤出勤簿 経理部契約室契約第一係 1999年度 2000年4月1日 無期限 紙 事務室 財務・研究推進部経理課管理係 廃棄

経理課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成11年度非常勤出勤簿 経理部経理課経理第一係 1999年度 2000年4月1日 無期限 紙 事務室 財務・研究推進部経理課管理係 廃棄

経理課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成12年度非常勤出勤簿 経理部契約室契約第一係 2000年度 2001年4月1日 無期限 紙 事務室 財務・研究推進部経理課管理係 廃棄

経理課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成12年度非常勤出勤簿 経理部経理課経理第一係 2000年度 2001年4月1日 無期限 紙 事務室 財務・研究推進部経理課管理係 廃棄

経理課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成13年度非常勤出勤簿 経理部経理課経理第一係 2001年度 2002年4月1日 無期限 紙 事務室 財務・研究推進部経理課管理係 廃棄

経理課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成14年度非常勤出勤簿 経理部経理課経理第一係 2002年度 2003年4月1日 無期限 紙 事務室 財務・研究推進部経理課管理係 廃棄

経理課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成15年度非常勤出勤簿 経理部経理課経理第一係 2003年度 2004年4月1日 無期限 紙 事務室 財務・研究推進部経理課管理係 廃棄

経理課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成16年度非常勤出勤簿 財務部経理課管理係 2004年度 2005年4月1日 無期限 紙 事務室 財務・研究推進部経理課管理係 廃棄

経理課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成16年度非常勤出勤簿 財務部契約課契約第一係 2004年度 2005年4月1日 無期限 紙 事務室 財務・研究推進部経理課管理係 廃棄

経理課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成17年度非常勤出勤簿 財務部経理課管理係 2005年度 2006年4月1日 無期限 紙 事務室 財務・研究推進部経理課管理係 廃棄

経理課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成17年度非常勤出勤簿 財務部契約課契約第一係 2005年度 2006年4月1日 無期限 紙 事務室 財務・研究推進部経理課管理係 廃棄

経理課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成18年度非常勤出勤簿 財務部経理課管理係 2006年度 2007年4月1日 無期限 紙 事務室 財務・研究推進部経理課管理係 廃棄

経理課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成18年度非常勤出勤簿 財務部契約課契約第一係 2006年度 2007年4月1日 無期限 紙 事務室 財務・研究推進部経理課管理係 廃棄

経理課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成19年度非常勤出勤簿 財務部経理課管理係 2007年度 2008年4月1日 無期限 紙 事務室 財務・研究推進部経理課管理係 廃棄

経理課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成20年度非常勤出勤簿 財務部経理課管理係 2008年度 2009年4月1日 無期限 紙 事務室 財務・研究推進部経理課管理係 廃棄

経理課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成21年度勤務時間記録簿 財務施設部経理課管理係 2009年度 2010年4月1日 無期限 紙 事務室 財務・研究推進部経理課管理係 廃棄

経理課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成22年度勤務時間記録簿 財務施設部経理課管理係 2010年度 2011年4月1日 無期限 紙 事務室 財務・研究推進部経理課管理係 廃棄

経理課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成23年度勤務時間記録簿 財務施設部経理課管理係 2011年度 2012年4月1日 無期限 紙 事務室 財務・研究推進部経理課管理係 廃棄

経理課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成24年度勤務時間記録簿 財務施設部経理課管理係 2012年度 2013年4月1日 無期限 紙 事務室 財務・研究推進部経理課管理係 廃棄

経理課 会計 現金出納簿 平成24年度現金出納簿 財務施設部経理課出納第一係 2012年度 2013年4月1日 10年 2022年度末 磁気データ 事務室 財務・研究推進部経理課収入支出係 廃棄

経理課 会計 現金領収証書受払簿 平成24年度現金領収証書受払簿 財務施設部経理課出納第一係 2012年度 2013年4月1日 10年 2022年度末 紙 倉庫 財務・研究推進部経理課収入支出係 廃棄

経理課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成25年度勤務時間記録簿 財務施設部経理課管理係 2013年度 2014年4月1日 無期限 紙 事務室 財務・研究推進部経理課管理係 廃棄

経理課 会計 現金出納簿 平成25年度現金出納簿 財務施設部経理課出納第一係 2013年度 2014年4月1日 10年 2023年度末 磁気データ 事務室 財務・研究推進部経理課収入支出係 廃棄

経理課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成26年度勤務時間記録簿 財務施設部経理課管理係 2014年度 2015年4月1日 無期限 紙 事務室 財務・研究推進部経理課管理係 廃棄

経理課 会計 現金出納簿 平成26年度現金出納簿 財務施設部経理課出納第一係 2014年度 2015年4月1日 10年 2024年度末 磁気データ 事務室 財務・研究推進部経理課収入支出係 廃棄

経理課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成27年度勤務時間記録簿 財務施設部経理課管理係 2015年度 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 財務・研究推進部経理課管理係 廃棄

経理課 会計 現金出納簿 平成27年度現金出納簿 財務施設部経理課収入係 2015年度 2016年4月1日 10年 2025年度末 磁気データ 事務室 財務・研究推進部経理課収入支出係 廃棄

経理課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成28年度勤務時間記録簿 財務施設部経理課管理第一係 2016年度 2017年4月1日 無期限 紙 事務室 財務・研究推進部経理課管理係 廃棄

経理課 会計 現金出納簿 平成28年度現金出納簿 財務施設部経理課収入支出係 2016年度 2017年4月1日 10年 2026年度末 磁気データ 事務室 財務・研究推進部経理課収入支出係 廃棄

経理課 会計 旅行命令簿 平成29年度公務外出申請書 財務・研究推進部経理課管理係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 財務・研究推進部経理課担当各係 廃棄

経理課 会計 旅行命令簿 平成29年度旅行命令・依頼伺 財務・研究推進部経理課管理係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 財務・研究推進部経理課担当各係 廃棄

経理課 会計 開札結果に関する決裁文書 平成29年度入札結果一覧表 財務施設部経理課契約担当各係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 財務・研究推進部経理課担当各係 廃棄

経理課 会計 技術審査に関する決裁文書 平成29年度技術審査関係 財務施設部経理課契約担当各係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 財務・研究推進部経理課担当各係 廃棄

経理課 会計
契約に係る検査に関する決裁
文書

平成29年度振替伝票 財務施設部経理課契約担当各係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 財務・研究推進部経理課担当各係 廃棄

経理課 会計
不用決定の承認に関する決裁
文書

平成29年度物品不用決定伺・異動報告書 財務施設部経理課契約担当各係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 財務・研究推進部経理課担当各係 廃棄

経理課 会計
物品の貸付・譲渡に関する決
裁文書

平成29年度物品貸付・譲渡・寄附受入関係 財務施設部経理課契約担当各係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 財務・研究推進部経理課担当各係 廃棄

経理課 会計
政府調達の調査・統計に関す
る決裁文書

平成29年度政府調達関係 財務施設部経理課契約担当各係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 財務・研究推進部経理課担当各係 廃棄

経理課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成29年度勤務時間記録簿 財務施設部経理課管理第一係 2017年度 2018年4月1日 無期限 紙 事務室 財務・研究推進部経理課管理係 廃棄

経理課 会計
タクシー等の利用に関するも
の

平成29年度タクシー等利用券受払簿 財務施設部経理課管理第一係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 財務・研究推進部経理課管理係 廃棄

経理課 会計
タクシー等の利用に関するも
の

平成29年度タクシー等利用券請求書 財務施設部経理課管理第一係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 財務・研究推進部経理課管理係 廃棄

経理課 会計
文書の関係で5年保存が必要
であるもの

平成29年度文書 財務施設部経理課管理第一係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 財務・研究推進部経理課管理係 廃棄

経理課 会計 物品購入依頼書 平成29年度購入依頼書 財務施設部経理課管理第一係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 財務・研究推進部経理課管理係 廃棄

経理課 会計
振替伝票（科学研究費補助金
関係）綴

平成29年度振替伝票（科学研究費補助金） 財務施設部経理課管理第二係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 財務・研究推進部経理課管理係 廃棄
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部局名 １）大分類 ２）中分類 ３）小分類（法人文書ファイル名） ４）作成・取得者
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等
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12)保存期間満
了時の措置

備考

経理課 会計 科学研究費補助金収支簿 平成29年度科学研究費補助金収支簿 財務施設部経理課管理第二係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 財務・研究推進部経理課管理係 廃棄

経理課 人事 勤務時間記録簿 平成29年度勤務時間記録簿 財務施設部経理課管理第一係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 財務・研究推進部経理課管理係 廃棄

経理課 会計
銀行振込依頼書（諸謝金，旅
費等）

平成29年度債主データ登録票 財務施設部経理課管理第二係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 財務・研究推進部経理課管理係 廃棄

経理課 会計 現金出納簿 平成29年度現金出納簿 財務施設部経理課収入支出係 2017年度 2018年4月1日 10年 2027年度末 磁気データ 事務室 財務・研究推進部経理課収入支出係 廃棄

経理課 会計
債権発生通知及びこれに関す
る決裁文書

平成29年度督促状外（文書） 財務施設部経理課収入支出係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 財務・研究推進部経理課収入支出係 廃棄

経理課 会計 預貯金通帳 平成29年度預貯金通帳 財務施設部経理課収入支出係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 財務・研究推進部経理課収入支出係 廃棄

経理課 会計
入学検定料、入学料、授業料
納入済票綴

平29年度納入済票綴 財務施設部経理課収入支出係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 倉庫 財務・研究推進部経理課収入支出係 廃棄

経理課 会計 収入金計算書 平成29年度収入金計算書 財務施設部経理課収入支出係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 財務・研究推進部経理課収入支出係 廃棄

経理課 会計 収入金仕訳集計表 平成29年度収入金仕訳集計表 財務施設部経理課収入支出係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 財務・研究推進部経理課収入支出係 廃棄

経理課 会計 出金伝票（未払伝票他） 平成29年度出金伝票（未払伝票他） 財務施設部経理課収入支出係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 財務・研究推進部経理課収入支出係 廃棄

経理課 会計 旅行命令簿 平成30年度公務外出申請書 財務・研究推進部経理課管理係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 財務・研究推進部経理課担当各係 廃棄

経理課 会計 旅行命令簿 平成30年度旅行命令・依頼伺 財務・研究推進部経理課管理係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 財務・研究推進部経理課担当各係 廃棄

経理課 会計 開札結果に関する決裁文書 平成30年度入札結果一覧表 財務施設部経理課契約担当各係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 財務・研究推進部経理課担当各係 廃棄

経理課 会計 技術審査に関する決裁文書 平成30年度技術審査関係 財務施設部経理課契約担当各係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 財務・研究推進部経理課担当各係 廃棄

経理課 会計
契約に係る検査に関する決裁
文書

平成30年度振替伝票 財務施設部経理課契約担当各係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 財務・研究推進部経理課担当各係 廃棄

経理課 会計
不用決定の承認に関する決裁
文書

平成30年度物品不用決定伺・異動報告書 財務施設部経理課契約担当各係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 財務・研究推進部経理課担当各係 廃棄

経理課 会計
物品の貸付・譲渡に関する決
裁文書

平成30年度物品貸付・譲渡・寄附受入関係 財務施設部経理課契約担当各係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 財務・研究推進部経理課担当各係 廃棄

経理課 会計
政府調達の調査・統計に関す
る決裁文書

平成30年度政府調達関係 財務施設部経理課契約担当各係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 財務・研究推進部経理課担当各係 廃棄

経理課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成30年度勤務時間記録簿 財務施設部経理課管理係 2018年度 2019年4月1日 無期限 紙 事務室 財務・研究推進部経理課管理係 廃棄

経理課 会計
タクシー等の利用に関するも
の

平成30年度タクシー等利用券受払簿 財務施設部経理課管理係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 財務・研究推進部経理課管理係 廃棄

経理課 会計
タクシー等の利用に関するも
の

平成30年度タクシー等利用券請求書 財務施設部経理課管理係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 財務・研究推進部経理課管理係 廃棄

経理課 会計
文書の関係で5年保存が必要
であるもの

平成30年度文書 財務施設部経理課管理係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 財務・研究推進部経理課管理係 廃棄

経理課 会計 物品購入依頼書 平成30年度購入依頼書 財務施設部経理課管理係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 財務・研究推進部経理課管理係 廃棄

経理課 会計
振替伝票（科学研究費補助金
関係）綴

平成30年度振替伝票（科学研究費補助金） 財務施設部経理課管理係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 財務・研究推進部経理課管理係 廃棄

経理課 会計 科学研究費補助金収支簿 平成30年度科学研究費補助金収支簿 財務施設部経理課管理係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 財務・研究推進部経理課管理係 廃棄

経理課 人事 勤務時間記録簿 平成30年度勤務時間記録簿 財務施設部経理課管理係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 財務・研究推進部経理課管理係 廃棄

経理課 会計
銀行振込依頼書（諸謝金，旅
費等）

平成30年度債主データ登録票 財務施設部経理課管理係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 財務・研究推進部経理課管理係 廃棄

経理課 会計 現金出納簿 平成30年度現金出納簿 財務施設部経理課収入支出係 2018年度 2019年4月1日 10年 2028年度末 磁気データ 事務室 財務・研究推進部経理課収入支出係 廃棄

経理課 会計
債権発生通知及びこれに関す
る決裁文書

平成30年度督促状外（文書） 財務施設部経理課収入支出係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 財務・研究推進部経理課収入支出係 廃棄

経理課 会計 預貯金通帳 平成30年度預貯金通帳 財務施設部経理課収入支出係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 財務・研究推進部経理課収入支出係 廃棄

経理課 会計
入学検定料、入学料、授業料
納入済票綴

平成30年度納入済票綴 財務施設部経理課収入支出係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 倉庫 財務・研究推進部経理課収入支出係 廃棄

経理課 会計 収入金計算書 平成30年度収入金計算書 財務施設部経理課収入支出係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 財務・研究推進部経理課収入支出係 廃棄

経理課 会計 収入金仕訳集計表 平成30年度収入金仕訳集計表 財務施設部経理課収入支出係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 財務・研究推進部経理課収入支出係 廃棄

経理課 会計 出金伝票（未払伝票他） 平成30年度出金伝票（未払伝票他） 財務施設部経理課収入支出係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 財務・研究推進部経理課収入支出係 廃棄

経理課 会計 旅行命令簿 令和元年度公務外出申請書 財務・研究推進部経理課管理係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 財務・研究推進部経理課担当各係 廃棄

経理課 会計 旅行命令簿 令和元年度旅行命令・依頼伺 財務・研究推進部経理課管理係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 財務・研究推進部経理課担当各係 廃棄

経理課 会計 開札結果に関する決裁文書 令和元年度入札結果一覧表
財務・研究推進部経理課契約担当各
係

2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 財務・研究推進部経理課担当各係 廃棄

経理課 会計 技術審査に関する決裁文書 令和元年度技術審査関係
財務・研究推進部経理課契約担当各
係

2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 財務・研究推進部経理課担当各係 廃棄

経理課 会計
契約に係る検査に関する決裁
文書

令和元年度振替伝票
財務・研究推進部経理課契約担当各
係

2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 財務・研究推進部経理課担当各係 廃棄

経理課 会計
不用決定の承認に関する決裁
文書

令和元年度物品不用決定伺・異動報告書
財務・研究推進部経理課契約担当各
係

2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 財務・研究推進部経理課担当各係 廃棄

経理課 会計
物品の貸付・譲渡に関する決
裁文書

令和元年度物品貸付・譲渡・寄附受入関係
財務・研究推進部経理課契約担当各
係

2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 財務・研究推進部経理課担当各係 廃棄

経理課 会計 物品購入依頼書 令和元年度物品購入依頼書
財務・研究推進部経理課契約担当各
係

2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 財務・研究推進部経理課担当各係 廃棄

経理課 会計
政府調達の調査・統計に関す
る決裁文書

令和元年度政府調達関係
財務・研究推進部経理課契約担当各
係

2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 財務・研究推進部経理課担当各係 廃棄

経理課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

令和元年度勤務時間記録簿 財務・研究推進部経理課管理係 2019年度 2020年4月1日 無期限 紙 事務室 財務・研究推進部経理課管理係 廃棄

経理課 会計
タクシー等の利用に関するも
の

令和元年度タクシー等利用券受払簿 財務・研究推進部経理課管理係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 財務・研究推進部経理課管理係 廃棄

経理課 会計
タクシー等の利用に関するも
の

令和元年度タクシー等利用券請求書 財務・研究推進部経理課管理係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 財務・研究推進部経理課管理係 廃棄

経理課 会計
文書の関係で5年保存が必要
であるもの

令和元年度文書 財務・研究推進部経理課管理係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 財務・研究推進部経理課管理係 廃棄

経理課 会計 公用車運行管理に関するもの 令和元年度公用車運行日誌・点検表・公用車使用願 財務・研究推進部経理課管理係 2019年度 2020年4月1日 3年 2022年度末 紙 事務室 財務・研究推進部経理課管理係 廃棄

経理課 会計 公用車運行管理に関するもの 令和元年度公用車運転登録者名簿 財務・研究推進部経理課管理係 2019年度 2020年4月1日 3年 2022年度末 紙 事務室 財務・研究推進部経理課管理係 廃棄

経理課 会計 物品購入依頼書 令和元年度購入依頼書 財務・研究推進部経理課管理係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 財務・研究推進部経理課管理係 廃棄

経理課 会計
振替伝票（科学研究費補助金
関係）綴

令和元年度振替伝票（科学研究費補助金） 財務・研究推進部経理課管理係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 財務・研究推進部経理課管理係 廃棄

経理課 会計 科学研究費補助金収支簿 令和元年度科学研究費補助金収支簿 財務・研究推進部経理課管理係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 財務・研究推進部経理課管理係 廃棄

経理課 人事
休暇簿等の給与簿に関するも
の

令和元年度休暇簿 財務・研究推進部経理課管理係 2019年度 2020年4月1日 3年 2022年度末 紙 事務室 財務・研究推進部経理課管理係 廃棄

経理課 人事
休暇簿等の給与簿に関するも
の

令和元年度勤務日及び勤務時間表 財務・研究推進部経理課管理係 2019年度 2020年4月1日 3年 2022年度末 紙 事務室 財務・研究推進部経理課管理係 廃棄

経理課 人事 勤務時間記録簿 令和元年度勤務時間記録簿 財務・研究推進部経理課管理係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 財務・研究推進部経理課管理係 廃棄

経理課 会計
銀行振込依頼書（諸謝金，旅
費等）

令和元年度債主データ登録票 財務・研究推進部経理課管理係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 財務・研究推進部経理課管理係 廃棄

経理課 会計 現金出納簿 令和元年度現金出納簿 財務・研究推進部経理課収入支出係 2019年度 2020年4月1日 10年 2029年度末 磁気データ 事務室 財務・研究推進部経理課収入支出係 廃棄

経理課 会計
債権発生通知及びこれに関す
る決裁文書

令和元年度督促状外（文書） 財務・研究推進部経理課収入支出係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 財務・研究推進部経理課収入支出係 廃棄

経理課 会計 預貯金通帳 令和元年度預貯金通帳 財務・研究推進部経理課収入支出係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 財務・研究推進部経理課収入支出係 廃棄

経理課 会計
入学検定料、入学料、授業料
納入済票綴

令和元年度納入済票綴 財務・研究推進部経理課収入支出係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 倉庫 財務・研究推進部経理課収入支出係 廃棄

経理課 会計 収入金計算書 令和元年度収入金計算書 財務・研究推進部経理課収入支出係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 財務・研究推進部経理課収入支出係 廃棄
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部局名 １）大分類 ２）中分類 ３）小分類（法人文書ファイル名） ４）作成・取得者
５）作成・取得年度
等

６）起算日 ７）保存期間
８）保存期間
    満了時期

９）媒体の種別 10）保存場所 11）管理担当課・係
12)保存期間満
了時の措置

備考

経理課 会計 収入金仕訳集計表 令和元年度収入金仕訳集計表 財務・研究推進部経理課収入支出係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 財務・研究推進部経理課収入支出係 廃棄

経理課 会計 出金伝票（未払伝票他） 令和元年度出金伝票（未払伝票他） 財務・研究推進部経理課収入支出係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 財務・研究推進部経理課収入支出係 廃棄

経理課 会計 旅行命令簿 令和2年度用務外出申請書 財務・研究推進部経理課管理係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 財務・研究推進部経理課担当各係 廃棄

経理課 会計 開札結果に関する決裁文書 令和2年度入札結果一覧表
財務・研究推進部経理課契約担当各
係

2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 財務・研究推進部経理課担当各係 廃棄

経理課 会計 技術審査に関する決裁文書 令和2年度技術審査関係
財務・研究推進部経理課契約担当各
係

2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 財務・研究推進部経理課担当各係 廃棄

経理課 会計
契約に係る検査に関する決裁
文書

令和2年度振替伝票
財務・研究推進部経理課契約担当各
係

2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 財務・研究推進部経理課担当各係 廃棄

経理課 会計
不用決定の承認に関する決裁
文書

令和2年度物品不用決定伺・異動報告書
財務・研究推進部経理課契約担当各
係

2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 財務・研究推進部経理課担当各係 廃棄

経理課 会計
物品の貸付・譲渡に関する決
裁文書

令和2年度物品貸付・譲渡・寄附受入関係
財務・研究推進部経理課契約担当各
係

2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 財務・研究推進部経理課担当各係 廃棄

経理課 会計 物品購入依頼書 令和2年度物品購入依頼書
財務・研究推進部経理課契約担当各
係

2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 財務・研究推進部経理課担当各係 廃棄

経理課 会計
政府調達の調査・統計に関す
る決裁文書

令和2年度政府調達関係
財務・研究推進部経理課契約担当各
係

2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 財務・研究推進部経理課担当各係 廃棄

経理課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

令和2年度勤務時間記録簿 財務・研究推進部経理課管理係 2020年度 2021年4月1日 無期限 紙 事務室 財務・研究推進部経理課管理係 廃棄

経理課 会計
タクシー等の利用に関するも
の

令和2年度タクシー等利用券受払簿 財務・研究推進部経理課管理係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 財務・研究推進部経理課管理係 廃棄

経理課 会計
タクシー等の利用に関するも
の

令和2年度タクシー等利用券請求書 財務・研究推進部経理課管理係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 財務・研究推進部経理課管理係 廃棄

経理課 会計
文書の関係で5年保存が必要
であるもの

令和2年度文書 財務・研究推進部経理課管理係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 財務・研究推進部経理課管理係 廃棄

経理課 会計 公用車運行管理に関するもの 令和2年度公用車運行日誌・点検表・公用車使用願 財務・研究推進部経理課管理係 2020年度 2021年4月1日 3年 2023年度末 紙 事務室 財務・研究推進部経理課管理係 廃棄

経理課 会計 公用車運行管理に関するもの 令和2年度公用車運転登録者名簿 財務・研究推進部経理課管理係 2020年度 2021年4月1日 3年 2023年度末 紙 事務室 財務・研究推進部経理課管理係 廃棄

経理課 会計 物品購入依頼書 令和2年度購入依頼書 財務・研究推進部経理課管理係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 財務・研究推進部経理課管理係 廃棄

経理課 会計
振替伝票（科学研究費補助金
関係）綴

令和2年度振替伝票（科学研究費補助金） 財務・研究推進部経理課管理係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 財務・研究推進部経理課管理係 廃棄

経理課 会計 科学研究費補助金収支簿 令和2年度科学研究費補助金収支簿 財務・研究推進部経理課管理係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 財務・研究推進部経理課管理係 廃棄

経理課 人事
休暇簿等の給与簿に関するも
の

令和2年度休暇簿 財務・研究推進部経理課管理係 2020年度 2021年4月1日 3年 2023年度末 紙 事務室 財務・研究推進部経理課管理係 廃棄

経理課 人事
休暇簿等の給与簿に関するも
の

令和2年度勤務日及び勤務時間表 財務・研究推進部経理課管理係 2020年度 2021年4月1日 3年 2023年度末 紙 事務室 財務・研究推進部経理課管理係 廃棄

経理課 人事 勤務時間記録簿 令和2年度勤務時間記録簿 財務・研究推進部経理課管理係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 財務・研究推進部経理課管理係 廃棄

経理課 会計
銀行振込依頼書（諸謝金，旅
費等）

令和2年度債主データ登録票 財務・研究推進部経理課管理係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 財務・研究推進部経理課管理係 廃棄

経理課 会計 現金出納簿 令和2年度現金出納簿 財務・研究推進部経理課収入支出係 2020年度 2021年4月1日 10年 2030年度末 磁気データ 事務室 財務・研究推進部経理課収入支出係 廃棄

経理課 会計
債権発生通知及びこれに関す
る決裁文書

令和2年度督促状外（文書） 財務・研究推進部経理課収入支出係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 財務・研究推進部経理課収入支出係 廃棄

経理課 会計 預貯金通帳 令和2年度預貯金通帳 財務・研究推進部経理課収入支出係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 財務・研究推進部経理課収入支出係 廃棄

経理課 会計
入学検定料、入学料、授業料
納入済票綴

令和2年度納入済票綴 財務・研究推進部経理課収入支出係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 倉庫 財務・研究推進部経理課収入支出係 廃棄

経理課 会計 収入金計算書 令和2年度収入金計算書 財務・研究推進部経理課収入支出係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 財務・研究推進部経理課収入支出係 廃棄

経理課 会計 収入金仕訳集計表 令和2年度収入金仕訳集計表 財務・研究推進部経理課収入支出係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 財務・研究推進部経理課収入支出係 廃棄

経理課 会計 出金伝票（未払伝票他） 令和2年度出金伝票（未払伝票他） 財務・研究推進部経理課収入支出係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 財務・研究推進部経理課収入支出係 廃棄

経理課 会計 旅行命令簿 令和3年度用務外出申請書 財務・研究推進部経理課管理係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 財務・研究推進部経理課担当各係 廃棄

経理課 会計 開札結果に関する決裁文書 令和3年度入札結果一覧表
財務・研究推進部経理課契約担当各
係

2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 財務・研究推進部経理課担当各係 廃棄

経理課 会計 技術審査に関する決裁文書 令和3年度技術審査関係
財務・研究推進部経理課契約担当各
係

2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 財務・研究推進部経理課担当各係 廃棄

経理課 会計
契約に係る検査に関する決裁
文書

令和3年度振替伝票
財務・研究推進部経理課契約担当各
係

2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 財務・研究推進部経理課担当各係 廃棄

経理課 会計
不用決定の承認に関する決裁
文書

令和3年度物品不用決定伺・異動報告書
財務・研究推進部経理課契約担当各
係

2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 財務・研究推進部経理課担当各係 廃棄

経理課 会計
物品の貸付・譲渡に関する決
裁文書

令和3年度物品貸付・譲渡・寄附受入関係
財務・研究推進部経理課契約担当各
係

2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 財務・研究推進部経理課担当各係 廃棄

経理課 会計
政府調達の調査・統計に関す
る決裁文書

令和3年度政府調達関係
財務・研究推進部経理課契約担当各
係

2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 財務・研究推進部経理課担当各係 廃棄

経理課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

令和3年度勤務時間記録簿 財務・研究推進部経理課管理係 2021年度 2022年4月1日 無期限 紙 事務室 財務・研究推進部経理課管理係 廃棄

経理課 会計
タクシー等の利用に関するも
の

令和3年度タクシー等利用券受払簿 財務・研究推進部経理課管理係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 財務・研究推進部経理課管理係 廃棄

経理課 会計
タクシー等の利用に関するも
の

令和3年度タクシー等利用券請求書 財務・研究推進部経理課管理係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 財務・研究推進部経理課管理係 廃棄

経理課 会計
文書の関係で5年保存が必要
であるもの

令和3年度文書 財務・研究推進部経理課管理係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 財務・研究推進部経理課管理係 廃棄

経理課 会計 公用車運行管理に関するもの 令和3年度公用車運行日誌・点検表・公用車使用願 財務・研究推進部経理課管理係 2021年度 2022年4月1日 3年 2024年度末 紙 事務室 財務・研究推進部経理課管理係 廃棄

経理課 会計 公用車運行管理に関するもの 令和3年度公用車運転登録者名簿 財務・研究推進部経理課管理係 2021年度 2022年4月1日 3年 2024年度末 紙 事務室 財務・研究推進部経理課管理係 廃棄

経理課 会計 物品購入依頼書 令和3年度購入依頼書 財務・研究推進部経理課管理係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 財務・研究推進部経理課管理係 廃棄

経理課 会計
振替伝票（科学研究費補助金
関係）綴

令和3年度振替伝票（科学研究費補助金） 財務・研究推進部経理課管理係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 財務・研究推進部経理課管理係 廃棄

経理課 会計 科学研究費補助金収支簿 令和3年度科学研究費補助金収支簿 財務・研究推進部経理課管理係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 財務・研究推進部経理課管理係 廃棄

経理課 人事
休暇簿等の給与簿に関するも
の

令和3年度休暇簿 財務・研究推進部経理課管理係 2021年度 2022年4月1日 3年 2024年度末 紙 事務室 財務・研究推進部経理課管理係 廃棄

経理課 人事
休暇簿等の給与簿に関するも
の

令和3年度勤務日及び勤務時間表 財務・研究推進部経理課管理係 2021年度 2022年4月1日 3年 2024年度末 紙 事務室 財務・研究推進部経理課管理係 廃棄

経理課 人事 勤務時間記録簿 令和3年度勤務時間記録簿 財務・研究推進部経理課管理係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 財務・研究推進部経理課管理係 廃棄

経理課 会計
銀行振込依頼書（諸謝金，旅
費等）

令和3年度債主データ登録票 財務・研究推進部経理課管理係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 財務・研究推進部経理課管理係 廃棄

経理課 会計 現金出納簿 令和3年度現金出納簿 財務・研究推進部経理課収入支出係 2021年度 2022年4月1日 10年 2031年度末 磁気データ 事務室 財務・研究推進部経理課収入支出係 廃棄

経理課 会計
債権発生通知及びこれに関す
る決裁文書

令和3年度督促状外（文書） 財務・研究推進部経理課収入支出係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 財務・研究推進部経理課収入支出係 廃棄

経理課 会計 預貯金通帳 令和3年度預貯金通帳 財務・研究推進部経理課収入支出係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 財務・研究推進部経理課収入支出係 廃棄

経理課 会計
入学検定料、入学料、授業料
納入済票綴

令和3年度納入済票綴 財務・研究推進部経理課収入支出係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 倉庫 財務・研究推進部経理課収入支出係 廃棄

経理課 会計 収入金計算書 令和3年度収入金計算書 財務・研究推進部経理課収入支出係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 財務・研究推進部経理課収入支出係 廃棄

経理課 会計 収入金仕訳集計表 令和3年度収入金仕訳集計表 財務・研究推進部経理課収入支出係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 財務・研究推進部経理課収入支出係 廃棄

経理課 会計 出金伝票（未払伝票他） 令和3年度出金伝票（未払伝票他） 財務・研究推進部経理課収入支出係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 財務・研究推進部経理課収入支出係 廃棄

施設課 施設
施設に関するもので特に重要
なもの

図面（工事ごとに分冊） 1934年度 1935年4月1日 無期限 紙 施設課 財務・研究推進部施設課機械係 廃棄

施設課 施設
施設に関するもので特に重要
なもの

図面（工事ごとに分冊） 1934年度 1935年4月1日 無期限 紙 施設課 財務・研究推進部施設課建築係 廃棄

施設課 施設
施設に関するもので特に重要
なもの

図面（工事ごとに分冊） 1934年度 1935年4月1日 無期限 紙 施設課 財務・研究推進部施設課電気係 廃棄

施設課 施設 計画通知 計画通知（工事ごとに分冊） 施設課 1956年度 1957年4月1日 無期限 紙 施設課 財務・研究推進部施設課電気係 廃棄
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部局名 １）大分類 ２）中分類 ３）小分類（法人文書ファイル名） ４）作成・取得者
５）作成・取得年度
等

６）起算日 ７）保存期間
８）保存期間
    満了時期

９）媒体の種別 10）保存場所 11）管理担当課・係
12)保存期間満
了時の措置

備考

施設課 施設 計画通知 計画通知（工事ごとに分冊） 施設課 1956年度 1957年4月1日 無期限 紙 施設課 財務・研究推進部施設課機械係 廃棄

施設課 施設 計画通知 計画通知（工事ごとに分冊） 施設課 1956年度 1957年4月1日 無期限 紙 施設課 財務・研究推進部施設課建築係 廃棄

施設課 施設 施設維持管理に関するもの 取扱説明書（工事ごとに分冊） 施設部 1988年度 未定
当該施設廃止後1
年

未定 紙 施設課 財務・研究推進部施設課機械係 廃棄

施設課 施設
施設に関するもので特に重要
なもの

施設実態調査 施設部 1988年度 1989年4月1日 無期限 紙 施設課 財務・研究推進部施設課施設計画係 廃棄

施設課 施設 施設維持管理に関するもの 取扱説明書（工事ごとに分冊） 施設部 1988年度 未定
当該施設廃止後1
年

未定 紙 施設課 財務・研究推進部施設課電気係 廃棄

施設課 施設 施設維持管理に関するもの 保全指導書（工事ごとに分冊） 施設部 1997年度 未定
当該施設廃止後1
年

未定 紙 施設課 財務・研究推進部施設課機械係 廃棄

施設課 施設 施設維持管理に関するもの 保全指導書（工事ごとに分冊） 施設部 1997年度 未定
当該施設廃止後1
年

未定 紙 施設課 財務・研究推進部施設課電気係 廃棄

施設課 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

非常勤職員勤務記録簿 施設マネジメント部 2004年 2005年1月1日 無期限 紙 施設課 財務・研究推進部施設課施設企画係 廃棄

施設課 会計 資産台帳 資産台帳関係綴 施設マネジメント部 2004年度 2005年4月1日 無期限 紙 施設課 財務・研究推進部施設課施設企画係 廃棄

施設課 施設
施設に関するもので特に重要
なもの

原議書 施設マネジメント部 2004年度 2005年4月1日 無期限 紙 施設課 財務・研究推進部施設課施設計画係 廃棄

施設課 施設
施設に関するもので特に重要
なもの

施設実態調査 財務施設部 2006年度 2007年4月1日 無期限
電子:共有サー
バー内

施設課 財務・研究推進部施設課施設計画係 廃棄

施設課 施設
瑕疵の修補等の請求の際に
必要となるもの

納入仕様書（工事ごとに分冊） 財務施設部 2012年度 2013年4月1日 10年 2022年度末 紙 施設課 財務・研究推進部施設課機械係 廃棄

施設課 施設
瑕疵の修補等の請求の際に
必要となるもの

承認図（工事ごとに分冊） 財務施設部 2012年度 2013年4月1日 10年 2022年度末 紙 施設課 財務・研究推進部施設課機械係 廃棄

施設課 施設
瑕疵の修補等の請求の際に
必要となるもの

納入仕様書（工事ごとに分冊） 財務施設部 2012年度 2013年4月1日 10年 2022年度末 紙 施設課 財務・研究推進部施設課電気係 廃棄

施設課 施設
瑕疵の修補等の請求の際に
必要となるもの

承認図（工事ごとに分冊） 財務施設部 2012年度 2013年4月1日 10年 2022年度末 紙 施設課 財務・研究推進部施設課電気係 廃棄

施設課 施設
瑕疵の修補等の請求の際に
必要となるもの

納入仕様書（工事ごとに分冊） 財務施設部 2013年度 2014年4月1日 10年 2023年度末 紙 施設課 財務・研究推進部施設課機械係 廃棄

施設課 施設
瑕疵の修補等の請求の際に
必要となるもの

承認図（工事ごとに分冊） 財務施設部 2013年度 2014年4月1日 10年 2023年度末 紙 施設課 財務・研究推進部施設課機械係 廃棄

施設課 施設
瑕疵の修補等の請求の際に
必要となるもの

納入仕様書（工事ごとに分冊） 財務施設部 2013年度 2014年4月1日 10年 2023年度末 紙 施設課 財務・研究推進部施設課電気係 廃棄

施設課 施設
瑕疵の修補等の請求の際に
必要となるもの

承認図（工事ごとに分冊） 財務施設部 2013年度 2014年4月1日 10年 2023年度末 紙 施設課 財務・研究推進部施設課電気係 廃棄

施設課 施設
瑕疵の修補等の請求の際に
必要となるもの

納入仕様書（工事ごとに分冊） 財務施設部 2014年度 2015年4月1日 10年 2024年度末 紙 施設課 財務・研究推進部施設課機械係 廃棄

施設課 施設
瑕疵の修補等の請求の際に
必要となるもの

承認図（工事ごとに分冊） 財務施設部 2014年度 2015年4月1日 10年 2024年度末 紙 施設課 財務・研究推進部施設課機械係 廃棄

施設課 施設
瑕疵の修補等の請求の際に
必要となるもの

納入仕様書（工事ごとに分冊） 財務施設部 2014年度 2015年4月1日 10年 2024年度末 紙 施設課 財務・研究推進部施設課電気係 廃棄

施設課 施設
瑕疵の修補等の請求の際に
必要となるもの

承認図（工事ごとに分冊） 財務施設部 2014年度 2015年4月1日 10年 2024年度末 紙 施設課 財務・研究推進部施設課電気係 廃棄

施設課 施設
瑕疵の修補等の請求の際に
必要となるもの

納入仕様書（工事ごとに分冊） 財務施設部 2015年度 2016年4月1日 10年 2025年度末 紙 施設課 財務・研究推進部施設課機械係 廃棄

施設課 施設
瑕疵の修補等の請求の際に
必要となるもの

承認図（工事ごとに分冊） 財務施設部 2015年度 2016年4月1日 10年 2025年度末 紙 施設課 財務・研究推進部施設課機械係 廃棄

施設課 施設
瑕疵の修補等の請求の際に
必要となるもの

納入仕様書（工事ごとに分冊） 財務施設部 2015年度 2016年4月1日 10年 2025年度末 紙 施設課 財務・研究推進部施設課電気係 廃棄

施設課 施設
瑕疵の修補等の請求の際に
必要となるもの

承認図（工事ごとに分冊） 財務施設部 2015年度 2016年4月1日 10年 2025年度末 紙 施設課 財務・研究推進部施設課電気係 廃棄

施設課 施設
瑕疵の修補等の請求の際に
必要となるもの

納入仕様書（工事ごとに分冊） 財務施設部 2016年度 2017年4月1日 10年 2026年度末 紙 施設課 財務・研究推進部施設課機械係 廃棄

施設課 施設
瑕疵の修補等の請求の際に
必要となるもの

承認図（工事ごとに分冊） 財務施設部 2016年度 2017年4月1日 10年 2026年度末 紙 施設課 財務・研究推進部施設課機械係 廃棄

施設課 施設
瑕疵の修補等の請求の際に
必要となるもの

納入仕様書（工事ごとに分冊） 財務施設部 2016年度 2017年4月1日 10年 2026年度末 紙 施設課 財務・研究推進部施設課電気係 廃棄

施設課 施設
瑕疵の修補等の請求の際に
必要となるもの

承認図（工事ごとに分冊） 財務施設部 2016年度 2017年4月1日 10年 2026年度末 紙 施設課 財務・研究推進部施設課電気係 廃棄

施設課 人事 勤務時間記録簿 平成29年勤務記録関係 財務施設部 2017年 2018年1月1日 5年 2022年末 紙 施設課 財務・研究推進部施設課施設企画係 廃棄

施設課 施設 設計委託に関するもの 平成29年度プロポーザル関連資料 財務施設部 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 施設課 財務・研究推進部施設課施設企画係 廃棄 個別ファイル名は工事名称

施設課 管理・運営 公表を行うもので重要なもの 平成29年度多摩５大学入札監視委員会 財務施設部 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 施設課 財務・研究推進部施設課施設企画係 廃棄

施設課 施設 工事請負契約に関するもの 平成29年度入札関係書類 財務施設部 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 施設課 財務・研究推進部施設課施設企画係 廃棄 入札件名で管理

施設課 施設 工事請負契約に関するもの 平成29年度契約関係書類 財務施設部 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 施設課 財務・研究推進部施設課施設企画係 廃棄

施設課 施設 工事請負契約に関するもの 平成29年度公開見積関係書類 財務施設部 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 施設課 財務・研究推進部施設課施設企画係 廃棄 件名で管理

施設課 施設 工事請負契約に関するもの 平成29年度工事成績評定関係 財務施設部 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 施設課 財務・研究推進部施設課施設企画係 廃棄

施設課 会計
公務外出費の請求に係る書
類

平成29年度公務外出綴 財務施設部 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 施設課 財務・研究推進部施設課施設企画係 廃棄

施設課 会計 旅行命令簿 平成29年度旅行命令関係 財務施設部 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 施設課 財務・研究推進部施設課施設企画係 廃棄

施設課 管理・運営
文部科学省からの依頼等へ
の対応で重要なもの

平成29年度文部科学省対応 財務施設部 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 施設課 財務・研究推進部施設課施設企画係 廃棄

施設課 管理・運営
文部科学省等への報告で重
要なもの

平成29年度施設整備費・営繕費 財務施設部 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 施設課 財務・研究推進部施設課施設計画係 廃棄

施設課 施設 有害廃棄物処理票 有害廃棄物処理票 財務施設部 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 施設課 財務・研究推進部施設課施設計画係 廃棄

施設課 施設 工事の施工管理に関するもの 工事関係書類（工事ごとに分冊） 財務施設部 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 施設課 財務・研究推進部施設課建築係 廃棄

施設課 施設
瑕疵の修補等の請求の際に
必要となるもの

納入仕様書（工事ごとに分冊） 財務施設部 2017年度 2018年4月1日 10年 2027年度末 紙 施設課 財務・研究推進部施設課電気係 廃棄

施設課 施設
瑕疵の修補等の請求の際に
必要となるもの

承認図（工事ごとに分冊） 財務施設部 2017年度 2018年4月1日 10年 2027年度末 紙 施設課 財務・研究推進部施設課電気係 廃棄

施設課 施設 工事の施工管理に関するもの 工事写真（工事ごとに分冊） 財務施設部 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 施設課 財務・研究推進部施設課電気係 廃棄

施設課 施設 工事の施工管理に関するもの 検査記録（工事ごとに分冊） 財務施設部 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 施設課 財務・研究推進部施設課電気係 廃棄

施設課 施設 工事の施工管理に関するもの 工事関係書類（工事ごとに分冊） 財務施設部 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 施設課 財務・研究推進部施設課電気係 廃棄

施設課 施設 工事の施工管理に関するもの 施工計画書（工事ごとに分冊） 財務施設部 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 施設課 財務・研究推進部施設課電気係 廃棄

施設課 施設 工事の設計積算に関するもの 数量調書（工事ごとに分冊） 財務施設部 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 施設課 財務・研究推進部施設課電気係 廃棄

施設課 施設 工事の設計積算に関するもの 積算根拠（工事ごとに分冊） 財務施設部 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 施設課 財務・研究推進部施設課電気係 廃棄

施設課 施設 工事の設計積算に関するもの 積算資料（工事ごとに分冊） 財務施設部 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 施設課 財務・研究推進部施設課電気係 廃棄

施設課 施設 工事の設計積算に関するもの 設計資料（工事ごとに分冊） 財務施設部 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 施設課 財務・研究推進部施設課電気係 廃棄

施設課 施設 工事の設計積算に関するもの 設計計算書（工事ごとに分冊） 財務施設部 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 施設課 財務・研究推進部施設課電気係 廃棄

施設課 施設
瑕疵の修補等の請求の際に
必要となるもの

納入仕様書（工事ごとに分冊） 財務施設部 2017年度 2018年4月1日 10年 2027年度末 紙 施設課 財務・研究推進部施設課機械係 廃棄

施設課 施設
瑕疵の修補等の請求の際に
必要となるもの

承認図（工事ごとに分冊） 財務施設部 2017年度 2018年4月1日 10年 2027年度末 紙 施設課 財務・研究推進部施設課機械係 廃棄

施設課 施設 工事の施工管理に関するもの 工事写真（工事ごとに分冊） 財務施設部 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 施設課 財務・研究推進部施設課機械係 廃棄

施設課 施設 工事の施工管理に関するもの 検査記録（工事ごとに分冊） 財務施設部 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 施設課 財務・研究推進部施設課機械係 廃棄

施設課 施設 工事の施工管理に関するもの 工事関係書類（工事ごとに分冊） 財務施設部 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 施設課 財務・研究推進部施設課機械係 廃棄

施設課 施設 工事の施工管理に関するもの 施工計画書（工事ごとに分冊） 財務施設部 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 施設課 財務・研究推進部施設課機械係 廃棄
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部局名 １）大分類 ２）中分類 ３）小分類（法人文書ファイル名） ４）作成・取得者
５）作成・取得年度
等

６）起算日 ７）保存期間
８）保存期間
    満了時期

９）媒体の種別 10）保存場所 11）管理担当課・係
12)保存期間満
了時の措置

備考

施設課 施設 工事の設計積算に関するもの 数量調査（工事ごとに分冊） 財務施設部 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 施設課 財務・研究推進部施設課機械係 廃棄

施設課 施設 工事の設計積算に関するもの 積算根拠（工事ごとに分冊） 財務施設部 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 施設課 財務・研究推進部施設課機械係 廃棄

施設課 施設 工事の設計積算に関するもの 積算資料（工事ごとに分冊） 財務施設部 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 施設課 財務・研究推進部施設課機械係 廃棄

施設課 施設 工事の設計積算に関するもの 計算書（工事ごとに分冊） 財務施設部 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 施設課 財務・研究推進部施設課機械係 廃棄

施設課 施設 工事の設計積算に関するもの 設計資料（工事ごとに分冊） 財務施設部 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 施設課 財務・研究推進部施設課機械係 廃棄

施設課 施設 工事の設計積算に関するもの 設計計算書（工事ごとに分冊） 財務施設部 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 施設課 財務・研究推進部施設課機械係 廃棄

施設課 人事 勤務時間記録簿 平成30年勤務記録関係 財務施設部 2018年 2019年1月1日 5年 2023年末 紙 施設課 財務・研究推進部施設課施設企画係 廃棄

施設課 施設 設計委託に関するもの 平成30年度プロポーザル関連資料 財務施設部 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 施設課 財務・研究推進部施設課施設企画係 廃棄 個別ファイル名は工事名称

施設課 管理・運営 公表を行うもので重要なもの 平成30年度多摩５大学入札監視委員会 財務施設部 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 施設課 財務・研究推進部施設課施設企画係 廃棄

施設課 施設 工事請負契約に関するもの 平成30年度入札関係書類 財務施設部 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 施設課 財務・研究推進部施設課施設企画係 廃棄 入札件名で管理

施設課 施設 工事請負契約に関するもの 平成30年度契約関係書類 財務施設部 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 施設課 財務・研究推進部施設課施設企画係 廃棄

施設課 施設 工事請負契約に関するもの 平成30年度公開見積関係書類 財務施設部 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 施設課 財務・研究推進部施設課施設企画係 廃棄 件名で管理

施設課 施設 工事請負契約に関するもの 平成30年度工事成績評定関係 財務施設部 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 施設課 財務・研究推進部施設課施設企画係 廃棄

施設課 会計
公務外出費の請求に係る書
類

平成30年度公務外出綴 財務施設部 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 施設課 財務・研究推進部施設課施設企画係 廃棄

施設課 会計 旅行命令簿 平成30年度旅行命令関係 財務施設部 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 施設課 財務・研究推進部施設課施設企画係 廃棄

施設課 管理・運営
文部科学省からの依頼等へ
の対応で重要なもの

平成30年度文部科学省対応 財務施設部 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 施設課 財務・研究推進部施設課施設企画係 廃棄

施設課 管理・運営
文部科学省等への報告で重
要なもの

平成30年度施設整備費・営繕費 財務施設部 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 施設課 財務・研究推進部施設課施設計画係 廃棄

施設課 施設 工事の施工管理に関するもの 工事関係書類（工事ごとに分冊） 財務施設部 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 施設課 財務・研究推進部施設課建築係 廃棄

施設課 施設
瑕疵の修補等の請求の際に
必要となるもの

納入仕様書（工事ごとに分冊） 財務施設部 2018年度 2019年4月1日 10年 2028年度末 紙 施設課 財務・研究推進部施設課電気係 廃棄

施設課 施設
瑕疵の修補等の請求の際に
必要となるもの

承認図（工事ごとに分冊） 財務施設部 2018年度 2019年4月1日 10年 2028年度末 紙 施設課 財務・研究推進部施設課電気係 廃棄

施設課 施設 工事の施工管理に関するもの 工事写真（工事ごとに分冊） 財務施設部 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 施設課 財務・研究推進部施設課電気係 廃棄

施設課 施設 工事の施工管理に関するもの 検査記録（工事ごとに分冊） 財務施設部 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 施設課 財務・研究推進部施設課電気係 廃棄

施設課 施設 工事の施工管理に関するもの 工事関係書類（工事ごとに分冊） 財務施設部 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 施設課 財務・研究推進部施設課電気係 廃棄

施設課 施設 工事の施工管理に関するもの 施工計画書（工事ごとに分冊） 財務施設部 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 施設課 財務・研究推進部施設課電気係 廃棄

施設課 施設 工事の設計積算に関するもの 数量調書（工事ごとに分冊） 財務施設部 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 施設課 財務・研究推進部施設課電気係 廃棄

施設課 施設 工事の設計積算に関するもの 積算根拠（工事ごとに分冊） 財務施設部 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 施設課 財務・研究推進部施設課電気係 廃棄

施設課 施設 工事の設計積算に関するもの 積算資料（工事ごとに分冊） 財務施設部 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 施設課 財務・研究推進部施設課電気係 廃棄

施設課 施設 工事の設計積算に関するもの 設計資料（工事ごとに分冊） 財務施設部 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 施設課 財務・研究推進部施設課電気係 廃棄

施設課 施設 工事の設計積算に関するもの 設計計算書（工事ごとに分冊） 財務施設部 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 施設課 財務・研究推進部施設課電気係 廃棄

施設課 施設
瑕疵の修補等の請求の際に
必要となるもの

納入仕様書（工事ごとに分冊） 財務施設部 2018年度 2019年4月1日 10年 2028年度末 紙 施設課 財務・研究推進部施設課機械係 廃棄

施設課 施設
瑕疵の修補等の請求の際に
必要となるもの

承認図（工事ごとに分冊） 財務施設部 2018年度 2019年4月1日 10年 2028年度末 紙 施設課 財務・研究推進部施設課機械係 廃棄

施設課 施設 工事の施工管理に関するもの 工事写真（工事ごとに分冊） 財務施設部 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 施設課 財務・研究推進部施設課機械係 廃棄

施設課 施設 工事の施工管理に関するもの 検査記録（工事ごとに分冊） 財務施設部 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 施設課 財務・研究推進部施設課機械係 廃棄

施設課 施設 工事の施工管理に関するもの 工事関係書類（工事ごとに分冊） 財務施設部 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 施設課 財務・研究推進部施設課機械係 廃棄

施設課 施設 工事の施工管理に関するもの 施工計画書（工事ごとに分冊） 財務施設部 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 施設課 財務・研究推進部施設課機械係 廃棄

施設課 施設 工事の設計積算に関するもの 数量調査（工事ごとに分冊） 財務施設部 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 施設課 財務・研究推進部施設課機械係 廃棄

施設課 施設 工事の設計積算に関するもの 積算根拠（工事ごとに分冊） 財務施設部 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 施設課 財務・研究推進部施設課機械係 廃棄

施設課 施設 工事の設計積算に関するもの 積算資料（工事ごとに分冊） 財務施設部 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 施設課 財務・研究推進部施設課機械係 廃棄

施設課 施設 工事の設計積算に関するもの 計算書（工事ごとに分冊） 財務施設部 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 施設課 財務・研究推進部施設課機械係 廃棄

施設課 施設 工事の設計積算に関するもの 設計資料（工事ごとに分冊） 財務施設部 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 施設課 財務・研究推進部施設課機械係 廃棄

施設課 施設 工事の設計積算に関するもの 設計計算書（工事ごとに分冊） 財務施設部 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 施設課 財務・研究推進部施設課機械係 廃棄

施設課 人事 勤務時間記録簿 令和元年勤務記録関係 財務・研究推進部 2019年 2020年1月1日 5年 2024年末 紙 施設課 財務・研究推進部施設課施設企画係 廃棄

施設課 人事 休暇簿に関するもの 令和元年年休簿 財務・研究推進部 2019年 2020年1月1日 3年 2022年末 紙 施設課 財務・研究推進部施設課施設企画係 廃棄

施設課 施設 設計委託に関するもの 令和元年度プロポーザル関連資料 財務・研究推進部 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 施設課 財務・研究推進部施設課施設企画係 廃棄 個別ファイル名は工事名称

施設課 管理・運営 公表を行うもので重要なもの 令和元年度多摩５大学入札監視委員会 財務・研究推進部 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 施設課 財務・研究推進部施設課施設企画係 廃棄

施設課 施設 工事請負契約に関するもの 令和元年度入札関係書類 財務・研究推進部 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 施設課 財務・研究推進部施設課施設企画係 廃棄 入札件名で管理

施設課 施設 工事請負契約に関するもの 令和元年度契約関係書類 財務・研究推進部 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 施設課 財務・研究推進部施設課施設企画係 廃棄

施設課 施設 工事請負契約に関するもの 令和元年度公開見積関係書類 財務・研究推進部 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 施設課 財務・研究推進部施設課施設企画係 廃棄 件名で管理

施設課 施設 工事請負契約に関するもの 令和元年度工事成績評定関係 財務・研究推進部 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 施設課 財務・研究推進部施設課施設企画係 廃棄

施設課 会計
公務外出費の請求に係る書
類

令和元年度公務外出綴 財務・研究推進部 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 施設課 財務・研究推進部施設課施設企画係 廃棄

施設課 会計 旅行命令簿 令和元年度旅行命令関係 財務・研究推進部 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 施設課 財務・研究推進部施設課施設企画係 廃棄

施設課 会計 謝金関係 令和元年度謝金関係 財務・研究推進部 2019年度 2020年4月1日 3年 2022年度末 紙 施設課 財務・研究推進部施設課施設企画係 廃棄

施設課 管理・運営
文部科学省からの依頼等へ
の対応で重要なもの

令和元年度文部科学省対応 財務・研究推進部 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 施設課 財務・研究推進部施設課施設企画係 廃棄

施設課 管理・運営
文部科学省等への報告で重
要なもの

令和元年度施設整備費・営繕費 財務・研究推進部 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 施設課 財務・研究推進部施設課施設計画係 廃棄

施設課 施設 工事の施工管理に関するもの 工事関係書類（工事ごとに分冊） 財務・研究推進部 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 施設課 財務・研究推進部施設課建築係 廃棄

施設課 施設
瑕疵の修補等の請求の際に
必要となるもの

納入仕様書（工事ごとに分冊） 財務・研究推進部 2019年度 2020年4月1日 10年 2029年度末 紙 施設課 財務・研究推進部施設課電気係 廃棄

施設課 施設
瑕疵の修補等の請求の際に
必要となるもの

承認図（工事ごとに分冊） 財務・研究推進部 2019年度 2020年4月1日 10年 2029年度末 紙 施設課 財務・研究推進部施設課電気係 廃棄

施設課 施設 工事の施工管理に関するもの 工事写真（工事ごとに分冊） 財務・研究推進部 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 施設課 財務・研究推進部施設課電気係 廃棄

施設課 施設 工事の施工管理に関するもの 検査記録（工事ごとに分冊） 財務・研究推進部 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 施設課 財務・研究推進部施設課電気係 廃棄

施設課 施設 工事の施工管理に関するもの 工事関係書類（工事ごとに分冊） 財務・研究推進部 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 施設課 財務・研究推進部施設課電気係 廃棄

施設課 施設 工事の施工管理に関するもの 施工計画書（工事ごとに分冊） 財務・研究推進部 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 施設課 財務・研究推進部施設課電気係 廃棄
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部局名 １）大分類 ２）中分類 ３）小分類（法人文書ファイル名） ４）作成・取得者
５）作成・取得年度
等

６）起算日 ７）保存期間
８）保存期間
    満了時期

９）媒体の種別 10）保存場所 11）管理担当課・係
12)保存期間満
了時の措置

備考

施設課 施設 工事の設計積算に関するもの 数量調書（工事ごとに分冊） 財務・研究推進部 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 施設課 財務・研究推進部施設課電気係 廃棄

施設課 施設 工事の設計積算に関するもの 積算根拠（工事ごとに分冊） 財務・研究推進部 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 施設課 財務・研究推進部施設課電気係 廃棄

施設課 施設 工事の設計積算に関するもの 積算資料（工事ごとに分冊） 財務・研究推進部 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 施設課 財務・研究推進部施設課電気係 廃棄

施設課 施設 工事の設計積算に関するもの 設計資料（工事ごとに分冊） 財務・研究推進部 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 施設課 財務・研究推進部施設課電気係 廃棄

施設課 施設 工事の設計積算に関するもの 設計計算書（工事ごとに分冊） 財務・研究推進部 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 施設課 財務・研究推進部施設課電気係 廃棄

施設課 施設
工事契約・施工に係る報告に
関するもの

報告書（工事ごとに分冊） 財務・研究推進部 2019年度 2020年4月1日 3年 2022年度末 紙 施設課 財務・研究推進部施設課電気係 廃棄

施設課 施設
瑕疵の修補等の請求の際に
必要となるもの

納入仕様書（工事ごとに分冊） 財務・研究推進部 2019年度 2020年4月1日 10年 2029年度末 紙 施設課 財務・研究推進部施設課機械係 廃棄

施設課 施設
瑕疵の修補等の請求の際に
必要となるもの

承認図（工事ごとに分冊） 財務・研究推進部 2019年度 2020年4月1日 10年 2029年度末 紙 施設課 財務・研究推進部施設課機械係 廃棄

施設課 施設 工事の施工管理に関するもの 工事写真（工事ごとに分冊） 財務・研究推進部 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 施設課 財務・研究推進部施設課機械係 廃棄

施設課 施設 工事の施工管理に関するもの 検査記録（工事ごとに分冊） 財務・研究推進部 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 施設課 財務・研究推進部施設課機械係 廃棄

施設課 施設 工事の施工管理に関するもの 工事関係書類（工事ごとに分冊） 財務・研究推進部 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 施設課 財務・研究推進部施設課機械係 廃棄

施設課 施設 工事の施工管理に関するもの 施工計画書（工事ごとに分冊） 財務・研究推進部 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 施設課 財務・研究推進部施設課機械係 廃棄

施設課 施設 工事の設計積算に関するもの 数量調査（工事ごとに分冊） 財務・研究推進部 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 施設課 財務・研究推進部施設課機械係 廃棄

施設課 施設 工事の設計積算に関するもの 積算根拠（工事ごとに分冊） 財務・研究推進部 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 施設課 財務・研究推進部施設課機械係 廃棄

施設課 施設 工事の設計積算に関するもの 積算資料（工事ごとに分冊） 財務・研究推進部 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 施設課 財務・研究推進部施設課機械係 廃棄

施設課 施設 工事の設計積算に関するもの 計算書（工事ごとに分冊） 財務・研究推進部 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 施設課 財務・研究推進部施設課機械係 廃棄

施設課 施設 工事の設計積算に関するもの 設計資料（工事ごとに分冊） 財務・研究推進部 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 施設課 財務・研究推進部施設課機械係 廃棄

施設課 施設 工事の設計積算に関するもの 設計計算書（工事ごとに分冊） 財務・研究推進部 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 施設課 財務・研究推進部施設課機械係 廃棄

施設課 施設
工事契約・施工に係る報告に
関するもの

報告書（工事ごとに分冊） 財務・研究推進部 2019年度 2020年4月1日 3年 2022年度末 紙 施設課 財務・研究推進部施設課機械係 廃棄

施設課 人事 勤務時間記録簿 令和2年勤務記録関係 財務・研究推進部 2020年 2021年1月1日 5年 2025年末 紙 施設課 財務・研究推進部施設課施設企画係 廃棄

施設課 人事 休暇簿に関するもの 令和2年年休簿 財務・研究推進部 2020年 2021年1月1日 3年 2023年末 紙 施設課 財務・研究推進部施設課施設企画係 廃棄

施設課 施設 設計委託に関するもの 令和2年度プロポーザル関連資料 財務・研究推進部 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 施設課 財務・研究推進部施設課施設企画係 廃棄 個別ファイル名は工事名称

施設課 管理・運営 公表を行うもので重要なもの 令和2年度多摩５大学入札監視委員会 財務・研究推進部 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 施設課 財務・研究推進部施設課施設企画係 廃棄

施設課 施設 工事請負契約に関するもの 令和2年度入札関係書類 財務・研究推進部 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 施設課 財務・研究推進部施設課施設企画係 廃棄 入札件名で管理

施設課 施設 工事請負契約に関するもの 令和2年度契約関係書類 財務・研究推進部 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 施設課 財務・研究推進部施設課施設企画係 廃棄

施設課 施設 工事請負契約に関するもの 令和2年度公開見積関係書類 財務・研究推進部 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 施設課 財務・研究推進部施設課施設企画係 廃棄 件名で管理

施設課 施設 工事請負契約に関するもの 令和2年度工事成績評定関係 財務・研究推進部 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 施設課 財務・研究推進部施設課施設企画係 廃棄

施設課 会計
用務外出費の請求に係る書
類

令和2年度用務外出綴 財務・研究推進部 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 施設課 財務・研究推進部施設課施設企画係 廃棄

施設課 会計 旅行命令簿 令和2年度旅行命令関係 財務・研究推進部 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 施設課 財務・研究推進部施設課施設企画係 廃棄

施設課 会計 謝金関係 令和2年度謝金関係 財務・研究推進部 2020年度 2021年4月1日 3年 2023年度末 紙 施設課 財務・研究推進部施設課施設企画係 廃棄

施設課 管理・運営
文部科学省からの依頼等へ
の対応で重要なもの

令和2年度文部科学省対応 財務・研究推進部 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 施設課 財務・研究推進部施設課施設企画係 廃棄

施設課 管理・運営
文部科学省等への報告で重
要なもの

令和2年度施設整備費・営繕費 財務・研究推進部 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 施設課 財務・研究推進部施設課施設計画係 廃棄

施設課 施設 工事の施工管理に関するもの 工事関係書類（工事ごとに分冊） 財務・研究推進部 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 施設課 財務・研究推進部施設課建築係 廃棄

施設課 施設
瑕疵の修補等の請求の際に
必要となるもの

納入仕様書（工事ごとに分冊） 財務・研究推進部 2020年度 2021年4月1日 10年 2030年度末 紙 施設課 財務・研究推進部施設課電気係 廃棄

施設課 施設
瑕疵の修補等の請求の際に
必要となるもの

承認図（工事ごとに分冊） 財務・研究推進部 2020年度 2021年4月1日 10年 2030年度末 紙 施設課 財務・研究推進部施設課電気係 廃棄

施設課 施設 工事の施工管理に関するもの 工事写真（工事ごとに分冊） 財務・研究推進部 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 施設課 財務・研究推進部施設課電気係 廃棄

施設課 施設 工事の施工管理に関するもの 検査記録（工事ごとに分冊） 財務・研究推進部 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 施設課 財務・研究推進部施設課電気係 廃棄

施設課 施設 工事の施工管理に関するもの 工事関係書類（工事ごとに分冊） 財務・研究推進部 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 施設課 財務・研究推進部施設課電気係 廃棄

施設課 施設 工事の施工管理に関するもの 施工計画書（工事ごとに分冊） 財務・研究推進部 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 施設課 財務・研究推進部施設課電気係 廃棄

施設課 施設 工事の設計積算に関するもの 数量調書（工事ごとに分冊） 財務・研究推進部 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 施設課 財務・研究推進部施設課電気係 廃棄

施設課 施設 工事の設計積算に関するもの 積算根拠（工事ごとに分冊） 財務・研究推進部 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 施設課 財務・研究推進部施設課電気係 廃棄

施設課 施設 工事の設計積算に関するもの 積算資料（工事ごとに分冊） 財務・研究推進部 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 施設課 財務・研究推進部施設課電気係 廃棄

施設課 施設 工事の設計積算に関するもの 設計資料（工事ごとに分冊） 財務・研究推進部 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 施設課 財務・研究推進部施設課電気係 廃棄

施設課 施設 工事の設計積算に関するもの 設計計算書（工事ごとに分冊） 財務・研究推進部 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 施設課 財務・研究推進部施設課電気係 廃棄

施設課 施設
工事契約・施工に係る報告に
関するもの

報告書（工事ごとに分冊） 財務・研究推進部 2020年度 2021年4月1日 3年 2023年度末 紙 施設課 財務・研究推進部施設課電気係 廃棄

施設課 施設
瑕疵の修補等の請求の際に
必要となるもの

納入仕様書（工事ごとに分冊） 財務・研究推進部 2020年度 2021年4月1日 10年 2030年度末 紙 施設課 財務・研究推進部施設課機械係 廃棄

施設課 施設
瑕疵の修補等の請求の際に
必要となるもの

承認図（工事ごとに分冊） 財務・研究推進部 2020年度 2021年4月1日 10年 2030年度末 紙 施設課 財務・研究推進部施設課機械係 廃棄

施設課 施設 工事の施工管理に関するもの 工事写真（工事ごとに分冊） 財務・研究推進部 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 施設課 財務・研究推進部施設課機械係 廃棄

施設課 施設 工事の施工管理に関するもの 検査記録（工事ごとに分冊） 財務・研究推進部 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 施設課 財務・研究推進部施設課機械係 廃棄

施設課 施設 工事の施工管理に関するもの 工事関係書類（工事ごとに分冊） 財務・研究推進部 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 施設課 財務・研究推進部施設課機械係 廃棄

施設課 施設 工事の施工管理に関するもの 施工計画書（工事ごとに分冊） 財務・研究推進部 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 施設課 財務・研究推進部施設課機械係 廃棄

施設課 施設 工事の設計積算に関するもの 数量調査（工事ごとに分冊） 財務・研究推進部 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 施設課 財務・研究推進部施設課機械係 廃棄

施設課 施設 工事の設計積算に関するもの 積算根拠（工事ごとに分冊） 財務・研究推進部 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 施設課 財務・研究推進部施設課機械係 廃棄

施設課 施設 工事の設計積算に関するもの 積算資料（工事ごとに分冊） 財務・研究推進部 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 施設課 財務・研究推進部施設課機械係 廃棄

施設課 施設 工事の設計積算に関するもの 計算書（工事ごとに分冊） 財務・研究推進部 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 施設課 財務・研究推進部施設課機械係 廃棄

施設課 施設 工事の設計積算に関するもの 設計資料（工事ごとに分冊） 財務・研究推進部 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 施設課 財務・研究推進部施設課機械係 廃棄

施設課 施設 工事の設計積算に関するもの 設計計算書（工事ごとに分冊） 財務・研究推進部 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 施設課 財務・研究推進部施設課機械係 廃棄

施設課 施設
工事契約・施工に係る報告に
関するもの

報告書（工事ごとに分冊） 財務・研究推進部 2020年度 2021年4月1日 3年 2023年度末 紙 施設課 財務・研究推進部施設課機械係 廃棄

施設課 人事 勤務時間記録簿 令和3年勤務記録関係 財務・研究推進部 2021年 2022年1月1日 5年 2026年末 紙 施設課 財務・研究推進部施設課施設企画係 廃棄

施設課 人事 休暇簿に関するもの 令和3年年休簿 財務・研究推進部 2021年 2022年1月1日 3年 2024年末 紙 施設課 財務・研究推進部施設課施設企画係 廃棄

施設課 施設 設計委託に関するもの 令和3年度プロポーザル関連資料 財務・研究推進部 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 施設課 財務・研究推進部施設課施設企画係 廃棄 個別ファイル名は工事名称
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法人文書ファイル管理簿データ（全学）

部局名 １）大分類 ２）中分類 ３）小分類（法人文書ファイル名） ４）作成・取得者
５）作成・取得年度
等

６）起算日 ７）保存期間
８）保存期間
    満了時期

９）媒体の種別 10）保存場所 11）管理担当課・係
12)保存期間満
了時の措置

備考

施設課 管理・運営 公表を行うもので重要なもの 令和3年度多摩５大学入札監視委員会 財務・研究推進部 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 施設課 財務・研究推進部施設課施設企画係 廃棄

施設課 施設 工事請負契約に関するもの 令和3年度入札関係書類 財務・研究推進部 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 施設課 財務・研究推進部施設課施設企画係 廃棄 入札件名で管理

施設課 施設 工事請負契約に関するもの 令和3年度契約関係書類 財務・研究推進部 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 施設課 財務・研究推進部施設課施設企画係 廃棄

施設課 施設 工事請負契約に関するもの 令和3年度公開見積関係書類 財務・研究推進部 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 施設課 財務・研究推進部施設課施設企画係 廃棄 件名で管理

施設課 施設 工事請負契約に関するもの 令和3年度工事成績評定関係 財務・研究推進部 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 施設課 財務・研究推進部施設課施設企画係 廃棄

施設課 会計
用務外出費の請求に係る書
類

令和3年度用務外出綴 財務・研究推進部 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 施設課 財務・研究推進部施設課施設企画係 廃棄

施設課 会計 旅行命令簿 令和3年度旅行命令関係 財務・研究推進部 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 施設課 財務・研究推進部施設課施設企画係 廃棄

施設課 会計 謝金関係 令和3年度謝金関係 財務・研究推進部 2021年度 2022年4月1日 3年 2024年度末 紙 施設課 財務・研究推進部施設課施設企画係 廃棄

施設課 管理・運営
文部科学省からの依頼等へ
の対応で重要なもの

令和3年度文部科学省対応 財務・研究推進部 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 施設課 財務・研究推進部施設課施設企画係 廃棄

施設課 管理・運営 一般文書 令和3年度一般文書 財務・研究推進部 2021年度 2022年4月1日 1年 2022年度末 紙 施設課 財務・研究推進部施設課施設企画係 廃棄

施設課 管理・運営
文部科学省等への報告で重
要なもの

令和3年度施設整備費・営繕費 財務・研究推進部 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 施設課 財務・研究推進部施設課施設計画係 廃棄

施設課 施設 工事の施工管理に関するもの 工事関係書類（工事ごとに分冊） 財務・研究推進部 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 施設課 財務・研究推進部施設課建築係 廃棄

施設課 施設
瑕疵の修補等の請求の際に
必要となるもの

納入仕様書（工事ごとに分冊） 財務・研究推進部 2021年度 2022年4月1日 10年 2031年度末 紙 施設課 財務・研究推進部施設課電気係 廃棄

施設課 施設
瑕疵の修補等の請求の際に
必要となるもの

承認図（工事ごとに分冊） 財務・研究推進部 2021年度 2022年4月1日 10年 2031年度末 紙 施設課 財務・研究推進部施設課電気係 廃棄

施設課 施設 工事の施工管理に関するもの 工事写真（工事ごとに分冊） 財務・研究推進部 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 施設課 財務・研究推進部施設課電気係 廃棄

施設課 施設 工事の施工管理に関するもの 検査記録（工事ごとに分冊） 財務・研究推進部 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 施設課 財務・研究推進部施設課電気係 廃棄

施設課 施設 工事の施工管理に関するもの 工事関係書類（工事ごとに分冊） 財務・研究推進部 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 施設課 財務・研究推進部施設課電気係 廃棄

施設課 施設 工事の施工管理に関するもの 施工計画書（工事ごとに分冊） 財務・研究推進部 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 施設課 財務・研究推進部施設課電気係 廃棄

施設課 施設 工事の設計積算に関するもの 数量調書（工事ごとに分冊） 財務・研究推進部 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 施設課 財務・研究推進部施設課電気係 廃棄

施設課 施設 工事の設計積算に関するもの 積算根拠（工事ごとに分冊） 財務・研究推進部 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 施設課 財務・研究推進部施設課電気係 廃棄

施設課 施設 工事の設計積算に関するもの 積算資料（工事ごとに分冊） 財務・研究推進部 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 施設課 財務・研究推進部施設課電気係 廃棄

施設課 施設 工事の設計積算に関するもの 設計資料（工事ごとに分冊） 財務・研究推進部 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 施設課 財務・研究推進部施設課電気係 廃棄

施設課 施設 工事の設計積算に関するもの 設計計算書（工事ごとに分冊） 財務・研究推進部 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 施設課 財務・研究推進部施設課電気係 廃棄

施設課 施設
工事契約・施工に係る報告に
関するもの

報告書（工事ごとに分冊） 財務・研究推進部 2021年度 2022年4月1日 3年 2024年度末 紙 施設課 財務・研究推進部施設課電気係 廃棄

施設課 施設
瑕疵の修補等の請求の際に
必要となるもの

納入仕様書（工事ごとに分冊） 財務・研究推進部 2021年度 2022年4月1日 10年 2031年度末 紙 施設課 財務・研究推進部施設課機械係 廃棄

施設課 施設
瑕疵の修補等の請求の際に
必要となるもの

承認図（工事ごとに分冊） 財務・研究推進部 2021年度 2022年4月1日 10年 2031年度末 紙 施設課 財務・研究推進部施設課機械係 廃棄

施設課 施設 工事の施工管理に関するもの 工事写真（工事ごとに分冊） 財務・研究推進部 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 施設課 財務・研究推進部施設課機械係 廃棄

施設課 施設 工事の施工管理に関するもの 検査記録（工事ごとに分冊） 財務・研究推進部 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 施設課 財務・研究推進部施設課機械係 廃棄

施設課 施設 工事の施工管理に関するもの 工事関係書類（工事ごとに分冊） 財務・研究推進部 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 施設課 財務・研究推進部施設課機械係 廃棄

施設課 施設 工事の施工管理に関するもの 施工計画書（工事ごとに分冊） 財務・研究推進部 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 施設課 財務・研究推進部施設課機械係 廃棄

施設課 施設 工事の設計積算に関するもの 数量調査（工事ごとに分冊） 財務・研究推進部 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 施設課 財務・研究推進部施設課機械係 廃棄

施設課 施設 工事の設計積算に関するもの 積算根拠（工事ごとに分冊） 財務・研究推進部 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 施設課 財務・研究推進部施設課機械係 廃棄

施設課 施設 工事の設計積算に関するもの 積算資料（工事ごとに分冊） 財務・研究推進部 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 施設課 財務・研究推進部施設課機械係 廃棄

施設課 施設 工事の設計積算に関するもの 計算書（工事ごとに分冊） 財務・研究推進部 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 施設課 財務・研究推進部施設課機械係 廃棄

施設課 施設 工事の設計積算に関するもの 設計資料（工事ごとに分冊） 財務・研究推進部 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 施設課 財務・研究推進部施設課機械係 廃棄

施設課 施設 工事の設計積算に関するもの 設計計算書（工事ごとに分冊） 財務・研究推進部 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 施設課 財務・研究推進部施設課機械係 廃棄

施設課 施設
工事施工に係る報告に関する
もの

報告書（工事ごとに分冊） 財務・研究推進部 2021年度 2022年4月1日 3年 2024年度末 紙 施設課 財務・研究推進部施設課機械係 廃棄

研究・連携
推進課

研究協力 発明・特許に関するもの 発明・特許関係（昭和60年～平成11年） 総務部学外連携推進室 1999年度 2000年4月1日 30年 2029年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第一係 廃棄

研究・連携
推進課

管理・運営
投稿票(本学紀要）の関係で無
期限保存が必要であると認め
るもの

投稿票(本学紀要）平成元年 研究支援課総務係 1989年度 1990年4月1日 無期限 紙 事務室 研究・連携推進課研究推進係 廃棄

研究・連携
推進課

管理・運営
投稿票(本学紀要）の関係で無
期限保存が必要であると認め
るもの

投稿票(本学紀要）平成2年度 教育研究支援課総務係 1990年度 1991年4月1日 無期限 紙 事務室 研究・連携推進課研究推進係 廃棄

研究・連携
推進課

管理・運営
投稿票(本学紀要）の関係で無
期限保存が必要であると認め
るもの

投稿票(本学紀要）平成3年度 教育研究支援課総務係 1991年度 1992年4月1日 無期限 紙 事務室 研究・連携推進課研究推進係 廃棄

研究・連携
推進課

管理・運営
投稿票(本学紀要）の関係で無
期限保存が必要であると認め
るもの

投稿票(本学紀要）平成4年度 教育研究支援課総務係 1992年度 1993年4月1日 無期限 紙 事務室 研究・連携推進課研究推進係 廃棄

研究・連携
推進課

管理・運営
投稿票(本学紀要）の関係で無
期限保存が必要であると認め
るもの

投稿票(本学紀要）平成5年度 教育研究支援課総務係 1993年度 1994年4月1日 無期限 紙 事務室 研究・連携推進課研究推進係 廃棄

研究・連携
推進課

管理・運営
投稿票(本学紀要）の関係で無
期限保存が必要であると認め
るもの

投稿票(本学紀要）平成6年度 教育研究支援課総務係 1994年度 1995年4月1日 無期限 紙 事務室 研究・連携推進課研究推進係 廃棄

研究・連携
推進課

管理・運営
投稿票(本学紀要）の関係で無
期限保存が必要であると認め
るもの

投稿票(本学紀要）平成7年度 教育研究支援課総務係 1995年度 1996年4月1日 無期限 紙 事務室 研究・連携推進課研究推進係 廃棄

研究・連携
推進課

管理・運営
投稿票(本学紀要）の関係で無
期限保存が必要であると認め
るもの

投稿票(本学紀要）平成8年度 教育研究支援課総務係 1996年度 1997年4月1日 無期限 紙 事務室 研究・連携推進課研究推進係 廃棄

研究・連携
推進課

管理・運営
投稿票(本学紀要）の関係で無
期限保存が必要であると認め
るもの

投稿票(本学紀要）平成9年度 教育研究支援課総務係 1997年度 1998年4月1日 無期限 紙 事務室 研究・連携推進課研究推進係 廃棄

研究・連携
推進課

管理・運営
投稿票(本学紀要）の関係で無
期限保存が必要であると認め
るもの

投稿票(本学紀要）平成10年度 教育研究支援課総務係 1998年度 1999年4月1日 無期限 紙 事務室 研究・連携推進課研究推進係 廃棄

研究・連携
推進課

管理・運営
投稿票(本学紀要）の関係で無
期限保存が必要であると認め
るもの

投稿票(本学紀要）平成11年度 教育研究支援課総務係 1999年度 2000年4月1日 無期限 紙 事務室 研究・連携推進課研究推進係 廃棄

研究・連携
推進課

管理・運営
投稿票(本学紀要）の関係で無
期限保存が必要であると認め
るもの

投稿票(本学紀要）平成12年度 教育研究支援課総務係 2000年度 2001年4月1日 無期限 紙 事務室 研究・連携推進課研究推進係 廃棄

研究・連携
推進課

管理・運営
投稿票(本学紀要）の関係で無
期限保存が必要であると認め
るもの

投稿票(本学紀要）平成13年度 教育研究支援課総務係 2001年度 2002年4月1日 無期限 紙 事務室 研究・連携推進課研究推進係 廃棄

研究・連携
推進課

管理・運営
投稿票(本学紀要）の関係で無
期限保存が必要であると認め
るもの

投稿票(本学紀要）平成14年度 教育研究支援課総務係 2002年度 2003年4月1日 無期限 紙 事務室 研究・連携推進課研究推進係 廃棄

研究・連携
推進課

研究協力 発明・特許に関するもの 発明・特許関係（平成1１年度～14年度） 総務部学外連携推進室 2002年度 2003年4月1日 30年 2032年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第一係 廃棄

研究・連携
推進課

管理・運営
投稿票(本学紀要）の関係で無
期限保存が必要であると認め
るもの

投稿票(本学紀要）平成15年度 教育研究支援課総務係 2003年度 2004年4月1日 無期限 紙 事務室 研究・連携推進課研究推進係 廃棄

研究・連携
推進課

研究協力 発明・特許に関するもの 平成15年度～発明・特許 総務部学外連携推進室研究協力係 2003年度 2004年4月1日 30年 2033年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第一係 廃棄

研究・連携
推進課

管理・運営
投稿票(本学紀要）の関係で無
期限保存が必要であると認め
るもの

投稿票(本学紀要）平成16年度 教育研究支援課総務係 2004年度 2005年4月1日 無期限 紙 事務室 研究・連携推進課研究推進係 廃棄

研究・連携
推進課

研究協力 発明・特許に関するもの 平成16年度～発明・特許 総務部社会連携課研究協力係 2004年度 2005年4月1日 30年 2034年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第一係 廃棄

研究・連携
推進課

管理・運営
投稿票(本学紀要）の関係で無
期限保存が必要であると認め
るもの

投稿票(本学紀要）平成17年度 教育研究支援課総務係 2005年度 2006年4月1日 無期限 紙 事務室 研究・連携推進課研究推進係 廃棄

研究・連携
推進課

研究協力 発明・特許に関するもの 平成17年度～発明・特許 総務部企画課研究助成係 2005年度 2006年4月1日 30年 2035年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第一係 廃棄

研究・連携
推進課

管理・運営
投稿票(本学紀要）の関係で無
期限保存が必要であると認め
るもの

投稿票(本学紀要）平成18年度 教育研究支援課総務係 2006年度 2007年4月1日 無期限 紙 事務室 研究・連携推進課研究推進係 廃棄

研究・連携
推進課

研究協力 発明・特許に関するもの 平成18年度発明・特許 総務部企画課研究助成係 2006年度 2007年4月1日 30年 2036年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第一係 廃棄
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備考

研究・連携
推進課

研究協力 産学連携等に関するもの みずほＦＧ共同研究関係 総務部企画課研究助成係 2006年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第一係 廃棄

研究・連携
推進課

研究協力 産学連携等に関するもの みずほＦＧ共同研究公開講座関係 総務部企画課研究助成係 2006年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第一係 廃棄

研究・連携
推進課

研究協力 産学連携等に関するもの みずほ金融教育全体会議　① 総務部企画課研究助成係 2006年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第一係 廃棄

研究・連携
推進課

管理・運営
投稿票(本学紀要）の関係で無
期限保存が必要であると認め
るもの

投稿票(本学紀要）平成19年度 教育研究支援課総務係 2007年度 2008年4月1日 無期限 紙 事務室 研究・連携推進課研究推進係 廃棄

研究・連携
推進課

研究協力 産学連携等に関するもの 共同研究（株式会社JTB（杉森先生）） 総務部企画課研究助成係 2007年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第一係 廃棄

研究・連携
推進課

研究協力 発明・特許に関するもの 平成19年度発明・特許 総務部企画課研究助成係 2007年度 2008年4月1日 30年 2037年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第一係 廃棄

研究・連携
推進課

研究協力 産学連携等に関するもの 平成19～令和2年度みずほ寄附講義覚書関係 研究支援課研究協力係 2007年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第一係 廃棄

研究・連携
推進課

管理・運営
投稿票(本学紀要）の関係で無
期限保存が必要であると認め
るもの

投稿票(本学紀要）平成20年度 教育研究支援課総務係 2008年度 2009年4月1日 無期限 紙 事務室 研究・連携推進課研究推進係 廃棄

研究・連携
推進課

研究協力 産学連携等に関するもの 金融教育共同研究プロジェクト公開講座（東京） 総務部企画課研究助成係 2008年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第一係 廃棄

研究・連携
推進課

研究協力 産学連携等に関するもの 共同研究（セルフ・カウンセリング学会） 総務部企画課研究助成係 2008年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第一係 廃棄

研究・連携
推進課

研究協力 発明・特許に関するもの 平成20年度発明・特許 総務部企画課研究助成係 2008年度 2009年4月1日 30年 2038年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第一係 廃棄

研究・連携
推進課

人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成21年度非常勤職員勤務時間記録簿 教育研究支援課総務係 2009年度 2010年4月1日 無期限 紙 事務室 研究・連携推進課研究推進係 廃棄

研究・連携
推進課

管理・運営
投稿票(本学紀要）の関係で無
期限保存が必要であると認め
るもの

投稿票(本学紀要）平成21年度 教育研究支援課総務係 2009年度 2010年4月1日 無期限 紙 事務室 研究・連携推進課研究推進係 廃棄

研究・連携
推進課

研究協力 発明・特許に関するもの
国内特許4257433号(出願番号：特願2005-093200）
荒川悦雄教授

総務部企画課研究助成係 2009年度 2010年4月1日 30年 2039年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第一係 廃棄

研究・連携
推進課

人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成22年度非常勤職員勤務時間記録簿 教育研究支援課総務係 2010年度 2011年4月1日 無期限 紙 事務室 研究・連携推進課研究推進係 廃棄

研究・連携
推進課

管理・運営
投稿票(本学紀要）の関係で無
期限保存が必要であると認め
るもの

投稿票(本学紀要）平成22年度 教育研究支援課総務係 2010年度 2011年4月1日 無期限 紙 事務室 研究・連携推進課研究推進係 廃棄

研究・連携
推進課

研究協力 産学連携等に関するもの 共同研究（日本イーライリリー（ADHD)） 総務部広報連携課産学連携係 2010年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第一係 廃棄

研究・連携
推進課

研究協力 産学連携等に関するもの 共同研究（おもちゃ王国） 総務部広報連携課産学連携係 2010年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第一係 廃棄

研究・連携
推進課

研究協力 産学連携等に関するもの みずほ共同研究契約関係 総務部広報連携課産学連携係 2010年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第一係 廃棄

研究・連携
推進課

研究協力 産学連携等に関するもの 共同研究（共和コンクリート） 総務部広報連携課産学連携係 2010年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第一係 廃棄

研究・連携
推進課

研究協力 発明・特許に関するもの 出願補償金・実施補償金・特許出願① 総務部広報連携課産学連携係 2010年度 2011年4月1日 30年 2040年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第一係 廃棄

研究・連携
推進課

研究協力
科学研究費補助金の申請等
に関するもの

H23年度 科研費 応募書類 基盤（A）（B） 挑戦的萌芽 新学術領域
教育研究支援部教育研究支援課科学
研究費係

2010年度 未定 研究終了後5年 未定 紙 事務室 研究・連携推進課研究協力係 廃棄

研究・連携
推進課

研究協力
科学研究費補助金の申請等
に関するもの

H23年度 科研費 応募書類 若手（A）（B） 研究成果公開促進費 研
究活動スタート支援（H23・4応募）

教育研究支援部教育研究支援課科学
研究費係

2011年度 未定 研究終了後5年 未定 紙 事務室 研究・連携推進課研究協力係 廃棄

研究・連携
推進課

研究協力
科学研究費補助金の申請等
に関するもの

H23年度 科研費 応募書類 基盤（C）
教育研究支援部教育研究支援課科学
研究費係

2010年度 未定 研究終了後5年 未定 紙 事務室 研究・連携推進課研究協力係 廃棄

研究・連携
推進課

人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成23年度非常勤職員勤務時間記録簿 教育研究支援課総務係 2011年度 2012年4月1日 無期限 紙 事務室 研究・連携推進課研究推進係 廃棄

研究・連携
推進課

管理・運営
投稿票(本学紀要）の関係で無
期限保存が必要であると認め
るもの

投稿票(本学紀要）平成23年度 教育研究支援課総務係 2011年度 2012年4月1日 無期限 紙 事務室 研究・連携推進課研究推進係 廃棄

研究・連携
推進課

研究協力
科学研究費補助金の申請等
に関するもの

H23 科研費 実績報告書（間接経費執行実績報告書）
教育研究支援部教育研究支援課科学
研究費係

2012年度 未定 研究終了後5年 未定 紙 事務室 研究・連携推進課研究協力係 廃棄

研究・連携
推進課

研究協力 産学連携等に関するもの 平成23～令和2年度TAMA産業活性化協会関係 総務部広報連携課産学連携係 2011年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第一係 廃棄

研究・連携
推進課

研究協力 産学連携等に関するもの 文部科学省等後援名義申請関係 総務部広報連携課産学連携係 2011年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第一係 廃棄

研究・連携
推進課

研究協力 産学連携等に関するもの 公募に係る所属長の承認について 総務部広報連携課産学連携係 2011年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第一係 廃棄

研究・連携
推進課

研究協力 産学連携等に関するもの 共同研究（独立行政法人理化学研究所　林安紀子） 総務部広報連携課産学連携係 2011年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第一係 廃棄

研究・連携
推進課

研究協力 産学連携等に関するもの 共同研究（凸版印刷） 総務部広報連携課産学連携係 2013年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第一係 廃棄

研究・連携
推進課

研究協力 発明・特許に関するもの 平成21年度～　発明・特許 総務部広報連携課産学連携係 2011年度 2016年4月1日 30年 2045年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第一係 廃棄

研究・連携
推進課

研究協力 発明・特許に関するもの 国際出願番号：PCT/JP2005/021586 総務部広報連携課産学連携係 2011年度 2012年4月1日 30年 2041年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第一係 廃棄

研究・連携
推進課

研究協力 発明・特許に関するもの 平成22年度～　荒川先生・相澤先生特許関係 総務部広報連携課産学連携係 2011年度 2012年4月1日 30年 2041年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第一係 廃棄

研究・連携
推進課

研究協力 発明・特許に関するもの 科学技術振興機構　特許出願支援制度関係 総務部広報連携課産学連携係 2011年度 2012年4月1日 30年 2041年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第一係 廃棄

研究・連携
推進課

研究協力 発明・特許に関するもの 科学技術振興機構　特許出願支援制度関係　② 総務部広報連携課産学連携係 2011年度 2012年4月1日 30年 2041年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第一係 廃棄

研究・連携
推進課

研究協力
科学研究費補助金の申請等
に関するもの

H24年度 科研費 応募書類 奨励研究
教育研究支援部教育研究支援課科学
研究費係

2011年度 未定 研究終了後5年 未定 紙 事務室 研究・連携推進課研究協力係 廃棄

研究・連携
推進課

研究協力
科学研究費補助金の申請等
に関するもの

H24年度 科研費 応募書類 新学術領域（研究領域提案型） 基盤
（A）・（B)、挑戦的萌芽 若手（A）・（B）

教育研究支援部教育研究支援課科学
研究費係

2011年度 未定 研究終了後5年 未定 紙 事務室 研究・連携推進課研究協力係 廃棄

研究・連携
推進課

研究協力
科学研究費補助金の申請等
に関するもの

H24年度 科研費 応募書類 基盤C 研究成果公開促進費（学術図
書・データベース）

教育研究支援部教育研究支援課科学
研究費係

2011年度 未定 研究終了後5年 未定 紙 事務室 研究・連携推進課研究協力係 廃棄

研究・連携
推進課

人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成24年度非常勤職員勤務時間記録簿 教育研究支援課総務係 2012年度 2013年4月1日 無期限 紙 事務室 研究・連携推進課研究推進係 廃棄

研究・連携
推進課

管理・運営
投稿票(本学紀要）の関係で無
期限保存が必要であると認め
るもの

投稿票(本学紀要）平成24年度 教育研究支援課総務係 2012年度 2013年4月1日 無期限 紙 事務室 研究・連携推進課研究推進係 廃棄

研究・連携
推進課

研究協力
科学研究費補助金の申請等
に関するもの

H24 科研費 交付申請書
教育研究支援部教育研究支援課科学
研究費係

2012年度 未定 研究終了後5年 未定 紙 事務室 研究・連携推進課研究協力係 廃棄

研究・連携
推進課

研究協力
科学研究費補助金の申請等
に関するもの

H24 科研費 内定・決定通知関係　H23繰越関係
教育研究支援部教育研究支援課科学
研究費係

2012年度 未定 研究終了後5年 未定 紙 事務室 研究・連携推進課研究協力係 廃棄

研究・連携
推進課

研究協力
科学研究費補助金の申請等
に関するもの

H24 科研費 支出費目明細書 委任状・確認書
教育研究支援部教育研究支援課科学
研究費係

2012年度 未定 研究終了後5年 未定 紙 事務室 研究・連携推進課研究協力係 廃棄

研究・連携
推進課

研究協力 発明・特許に関するもの
国内特許5836911号（出願番号：特願2012-225346）
佐藤公法教授

総務部広報連携課産学連携係 2012年度 2013年4月1日 30年 2042年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第一係 廃棄

研究・連携
推進課

管理・運営
不正防止関係で10年保存が
必要であると認めるもの

H24　公的資金管理室関係 教育研究支援課副課長 2012年度 2013年4月1日 10年 2022年度末 紙 事務室 研究・連携推進課研究推進係 廃棄

研究・連携
推進課

人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成25年度非常勤職員勤務時間記録簿 研究支援課総務係 2013年度 2014年4月1日 無期限 紙 事務室 研究・連携推進課研究推進係 廃棄

研究・連携
推進課

研究協力
科学研究費補助金の申請等
に関するもの

H25年度 科研費 応募書類 奨励研究
教育研究支援部教育研究支援課科学
研究費係

2012年度 未定 研究終了後5年 未定 紙 事務室 研究・連携推進課研究協力係 廃棄

研究・連携
推進課

研究協力
科学研究費補助金の申請等
に関するもの

H25年度 科研費 応募書類 新学術領域（研究領域提案型） 基盤
（A）・（B)、挑戦的萌芽 若手（B）、研究成果公開促進費、研究活動
スタート支援

教育研究支援部教育研究支援課科学
研究費係

2012年度 未定 研究終了後5年 未定 紙 事務室 研究・連携推進課研究協力係 廃棄

研究・連携
推進課

研究協力
科学研究費補助金の申請等
に関するもの

H25年度 科研費 応募書類 基盤（C）
教育研究支援部教育研究支援課科学
研究費係

2012年度 未定 研究終了後5年 未定 紙 事務室 研究・連携推進課研究協力係 廃棄

研究・連携
推進課

管理・運営
本学が発行する広報，学報，
職員録等に関するもの

東京学芸大学紀要　誤字・補足等訂正文書綴平成25年度 研究支援課総務係 2013年度 2014年4月1日 無期限 紙 事務室 研究・連携推進課研究推進係 廃棄

研究・連携
推進課

管理・運営
投稿票(本学紀要）の関係で無
期限保存が必要であると認め
るもの

投稿票（本学紀要）平成25年度 研究支援課総務係 2013年度 2014年4月1日 無期限 紙 事務室 研究・連携推進課研究推進係 廃棄

研究・連携
推進課

研究協力 産学連携等に関するもの 共同研究（NTTコミュニケーション基礎研究所） 総務部広報連携課産学連携係 2013年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第一係 廃棄

研究・連携
推進課

研究協力 産学連携等に関するもの 共同研究（森永製菓・森永乳業） 総務部広報連携課産学連携係 2013年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第一係 廃棄

研究・連携
推進課

研究協力
科学研究費補助金の申請等
に関するもの

H25 科研費 交付申請書
教育研究支援部研究支援課科学研究
費係

2013年度 未定 研究終了後5年 未定 紙 事務室 研究・連携推進課研究協力係 廃棄

研究・連携
推進課

研究協力
科学研究費補助金の申請等
に関するもの

H25 科研費 内定・決定通知関係　H24繰越関係
教育研究支援部研究支援課科学研究
費係

2013年度 未定 研究終了後5年 未定 紙 事務室 研究・連携推進課研究協力係 廃棄

研究・連携
推進課

研究協力
科学研究費補助金の申請等
に関するもの

H25 科研費 支出費目明細書 委任状・確認書
教育研究支援部研究支援課科学研究
費係

2013年度 未定 研究終了後5年 未定 紙 事務室 研究・連携推進課研究協力係 廃棄

研究・連携
推進課

研究協力
科学研究費補助金の申請等
に関するもの

H24 科研費 実績報告書（間接経費執行実績報告書）
教育研究支援部研究支援課科学研究
費係

2013年度 未定 研究終了後5年 未定 紙 事務室 研究・連携推進課研究協力係 廃棄

研究・連携
推進課

研究協力
科学研究費補助金の申請等
に関するもの

H26年度 科研費 応募書類 奨励研究
教育研究支援部研究支援課科学研究
費係

2013年度 未定 研究終了後5年 未定 紙 事務室 研究・連携推進課研究協力係 廃棄

研究・連携
推進課

研究協力
科学研究費補助金の申請等
に関するもの

H26年度 科研費 応募書類 新学術領域（研究領域提案型） 基盤
（A）・（B)、挑戦的萌芽 若手（B）、研究成果公開促進費、研究活動
スタート支援

教育研究支援部研究支援課科学研究
費係

2013年度 未定 研究終了後5年 未定 紙 事務室 研究・連携推進課研究協力係 廃棄
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研究・連携
推進課

研究協力
科学研究費補助金の申請等
に関するもの

H26年度 科研費 応募書類 基盤（C）
教育研究支援部研究支援課科学研究
費係

2013年度 未定 研究終了後5年 未定 紙 事務室 研究・連携推進課研究協力係 廃棄

研究・連携
推進課

管理・運営
不正防止関係で10年保存が
必要であると認めるもの

H25　公的資金管理室関係 研究支援課副課長 2013年度 2014年4月1日 10年 2023年度末 紙 事務室 研究・連携推進課研究推進係 廃棄

研究・連携
推進課

研究協力
科学研究費補助金の申請等
に関するもの

H26 科研費 交付申請書
教育研究支援部研究支援課科学研究
費係

2014年度 未定 研究終了後5年 未定 紙 事務室 研究・連携推進課研究協力係 廃棄

研究・連携
推進課

研究協力
科学研究費補助金の申請等
に関するもの

H26 科研費 内定・決定通知関係　H25繰越関係
教育研究支援部研究支援課科学研究
費係

2014年度 未定 研究終了後5年 未定 紙 事務室 研究・連携推進課研究協力係 廃棄

研究・連携
推進課

研究協力
科学研究費補助金の申請等
に関するもの

H26 科研費 支出費目明細書 委任状・確認書
教育研究支援部研究支援課科学研究
費係

2014年度 未定 研究終了後5年 未定 電子媒体 事務室 研究・連携推進課研究協力係 廃棄

研究・連携
推進課

研究協力
科学研究費補助金の申請等
に関するもの

H26 科研費 支出費目明細書 委任状・確認書
教育研究支援部研究支援課科学研究
費係

2014年度 未定 研究終了後5年 未定 紙 事務室 研究・連携推進課研究協力係 廃棄

研究・連携
推進課

研究協力
科学研究費補助金の申請等
に関するもの

H25 科研費 実績報告書
教育研究支援部研究支援課科学研究
費係

2014年度 未定 研究終了後5年 未定 紙 事務室 研究・連携推進課研究協力係 廃棄

研究・連携
推進課

研究協力
科学研究費補助金の申請等
に関するもの

H27年度 科研費 応募書類 奨励研究
教育研究支援部研究支援課科学研究
費係

2014年度 未定 研究終了後5年 未定 紙 事務室 研究・連携推進課研究協力係 廃棄

研究・連携
推進課

研究協力
科学研究費補助金の申請等
に関するもの

H27年度 科研費 応募書類 新学術領域（研究領域提案型） 基盤
（A）・（B)、挑戦的萌芽 若手（B）、研究成果公開促進費、研究活動
スタート支援

教育研究支援部研究支援課科学研究
費係

2014年度 未定 研究終了後5年 未定 紙 事務室 研究・連携推進課研究協力係 廃棄

研究・連携
推進課

研究協力
科学研究費補助金の申請等
に関するもの

H27年度 科研費 応募書類 基盤（C）
教育研究支援部研究支援課科学研究
費係

2014年度 未定 研究終了後5年 未定 紙 事務室 研究・連携推進課研究協力係 廃棄

研究・連携
推進課

研究助成
科学研究費補助金の申請等
に関するもの

科研費　・（転入者）研究機関変更届・死亡等報告書・（補助金）繰
越・調整金・（基金）期間延長・育休

教育研究支援部研究支援課科学研究
費係

2014年度 未定 研究終了後5年 未定 紙 事務室 研究・連携推進課研究協力係 廃棄

研究・連携
推進課

管理・運営
本学が発行する広報，学報，
職員録等に関するもの

東京学芸大学紀要　誤字・補足等訂正文書綴平成26年度 研究支援課総務係 2014年度 2015年4月1日 無期限 紙 事務室 研究・連携推進課研究推進係 廃棄

研究・連携
推進課

管理・運営
投稿票(本学紀要）の関係で無
期限保存が必要であると認め
るもの

投稿票（本学紀要）平成26年度 研究支援課総務係 2014年度 2015年4月1日 無期限 紙 事務室 研究・連携推進課研究推進係 廃棄

研究・連携
推進課

人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成26年度非常勤職員勤務時間記録簿 研究支援課総務係 2014年度 2015年4月1日 無期限 紙 事務室 研究・連携推進課研究推進係 廃棄

研究・連携
推進課

人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成27年度非常勤職員勤務時間記録簿 研究支援課総務係 2015年度 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 研究・連携推進課研究推進係 廃棄

研究・連携
推進課

管理・運営
投稿票(本学紀要）の関係で無
期限保存が必要であると認め
るもの

投稿票（本学紀要）平成27年度 研究支援課総務係 2015年度 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 研究・連携推進課研究推進係 廃棄

研究・連携
推進課

研究助成
科学研究費補助金の申請等
に関するもの

平成27年度科研費　奨励研究 研究支援課研究協力係 2015年度 未定 研究終了後5年 未定 紙 事務室 研究・連携推進課研究協力係 廃棄

研究・連携
推進課

研究協力
科学研究費補助金の申請等
に関するもの

平成27年度科研費　交付申請書 研究支援課研究協力係 2015年度 未定 研究終了後5年 未定 紙 事務室 研究・連携推進課研究協力係 廃棄

研究・連携
推進課

研究協力
科学研究費補助金の申請等
に関するもの

平成27年度科研費　内定・決定通知関係 研究支援課研究協力係 2015年度 未定 研究終了後5年 未定 紙 事務室 研究・連携推進課研究協力係 廃棄

研究・連携
推進課

研究協力
科学研究費補助金の申請等
に関するもの

平成26年度科研費　実績報告書 研究支援課研究協力係 2015年度 未定 研究終了後5年 未定 紙 事務室 研究・連携推進課研究協力係 廃棄

研究・連携
推進課

研究助成
科学研究費補助金の申請等
に関するもの

平成26年度科研費　実施状況報告書 研究支援課研究協力係 2015年度 未定 研究終了後5年 未定 紙 事務室 研究・連携推進課研究協力係 廃棄

研究・連携
推進課

研究協力
科学研究費補助金の申請等
に関するもの

平成28年度科研費応募書類　基盤C 研究支援課研究協力係 2015年度 未定 研究終了後5年 未定 紙 事務室 研究・連携推進課研究協力係 廃棄

研究・連携
推進課

研究協力
科学研究費補助金の申請等
に関するもの

平成28年度科研費応募書類　新学術領域研究（研究領域提案
型）、基盤（B）、挑戦的萌芽研究、若手研究、研究成果公開促進
費、研究活動スタート支援

研究支援課研究協力係 2015年度 未定 研究終了後5年 未定 紙 事務室 研究・連携推進課研究協力係 廃棄

研究・連携
推進課

研究協力 産学連携等に関するもの 共同研究（バンダイ） 研究支援課研究協力係 2015年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第一係 廃棄

研究・連携
推進課

研究協力 発明・特許に関するもの 27～発明・特許 研究支援課研究協力係 2015年度 2020年4月1日 30年 2049年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第一係 廃棄

研究・連携
推進課

人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成27年度非常勤講師出勤簿 小学校英語教育担当 2015年度 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 研究・連携推進課研究推進係 廃棄

研究・連携
推進課

人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成27年度非常勤職員勤務時間記録簿 小学校英語教育担当 2015年度 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 研究・連携推進課研究推進係 廃棄

研究・連携
推進課

人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成28年度非常勤職員勤務時間記録簿 研究支援課総務係 2016年度 2017年4月1日 無期限 紙 事務室 研究・連携推進課研究推進係 廃棄

研究・連携
推進課

研究助成
科学研究費補助金の申請等
に関するもの

平成28年度科研費　奨励研究 研究支援課研究協力係 2015年度 未定 研究終了後5年 未定 紙 事務室 研究・連携推進課研究協力係 廃棄

研究・連携
推進課

研究協力
科学研究費補助金の申請等
に関するもの

平成28年度科研費　交付申請書 研究支援課研究協力係 2016年度 未定 研究終了後5年 未定 紙 事務室 研究・連携推進課研究協力係 廃棄

研究・連携
推進課

研究協力
科学研究費補助金の申請等
に関するもの

平成28年度科研費　内定・決定通知関係 研究支援課研究協力係 2016年度 未定 研究終了後5年 未定 紙 事務室 研究・連携推進課研究協力係 廃棄

研究・連携
推進課

研究協力
科学研究費補助金の申請等
に関するもの

平成27年度科研費　実績報告書 研究支援課研究協力係 2016年度 未定 研究終了後5年 未定 紙 事務室 研究・連携推進課研究協力係 廃棄

研究・連携
推進課

研究助成
科学研究費補助金の申請等
に関するもの

平成27年度科研費　実施状況報告書 研究支援課研究協力係 2016年度 未定 研究終了後5年 未定 紙 事務室 研究・連携推進課研究協力係 廃棄

研究・連携
推進課

研究協力
科学研究費補助金の申請等
に関するもの

平成29年度科研費応募書類　基盤C 研究支援課研究協力係 2016年度 未定 研究終了後5年 未定 紙 事務室 研究・連携推進課研究協力係 廃棄

研究・連携
推進課

研究協力
科学研究費補助金の申請等
に関するもの

平成29年度科研費応募書類　新学術領域研究（研究領域提案
型）、基盤（B）、挑戦的研究（萌芽）、若手（ＡＢ）、研究成果公開促
進費、研究活動スタート支援、国際共同研究

研究支援課研究協力係 2016年度 未定 研究終了後5年 未定 紙 事務室 研究・連携推進課研究協力係 廃棄

研究・連携
推進課

人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成28年度非常勤講師出勤簿 小学校英語教育担当 2016年度 2017年4月1日 無期限 紙 事務室 研究・連携推進課 廃棄

研究・連携
推進課

人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成28年度非常勤職員勤務時間記録簿 小学校英語教育担当 2016年度 2017年4月1日 無期限 紙 事務室 研究・連携推進課 廃棄

研究・連携
推進課

管理・運営
投稿票(本学紀要）の関係で無
期限保存が必要であると認め
るもの

投稿票（本学紀要）平成28年度 研究支援課総務係 2016年度 2017年4月1日 無期限 紙 事務室 研究・連携推進課研究推進係 廃棄

研究・連携
推進課

研究協力 産学連携等に関するもの 共同研究（パナソニック株式会社） 研究支援課研究協力係 2016年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第一係 廃棄

研究・連携
推進課

研究協力 産学連携等に関するもの 受託・共同研究（JAXA） 研究支援課研究協力係 2016年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第一係 廃棄

研究・連携
推進課

研究協力 産学連携等に関するもの みずほ共同研究その他(海外調査H27～) 研究支援課研究協力係 2016年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第一係 廃棄

研究・連携
推進課

管理・運営
不正防止関係で10年保存が
必要であると認めるもの

平成28年度公的資金管理関係１ 副課長 2016年度 2017年4月1日 10年 2026年度末 紙 事務室 研究・連携推進課 廃棄

研究・連携
推進課

管理・運営
不正防止関係で10年保存が
必要であると認めるもの

平成28年度公的資金管理関係２ 副課長 2016年度 2017年4月1日 10年 2026年度末 紙 事務室 研究・連携推進課 廃棄

研究・連携
推進課

管理・運営
高大接続関係で10年保存が
必要であると認めるもの

平成28年度高大接続による教員養成プログラム 副課長 2016年度 2017年4月1日 10年 2026年度末 紙 事務室 研究・連携推進課 廃棄

研究・連携
推進課

管理・運営
不正防止関係で10年保存が
必要であると認めるもの

CITI　Japan プロジェクト研究倫理e-ラーニング関係 副課長 2016年度 2017年4月1日 10年 2026年度末 紙 事務室 研究・連携推進課 廃棄

研究・連携
推進課

管理・運営
不正防止関係で10年保存が
必要であると認めるもの

平成28年度誓約書（事務職員） 副課長 2016年度 2017年4月1日 10年 2026年度末 紙 事務室 研究・連携推進課 廃棄

研究・連携
推進課

管理・運営
不正防止関係で10年保存が
必要であると認めるもの

平成28年度誓約書（研究者） 副課長 2016年度 2017年4月1日 10年 2026年度末 紙 事務室 研究・連携推進課 廃棄

研究・連携
推進課

管理・運営
投稿票(本学紀要）の関係で無
期限保存が必要であると認め
るもの

投稿票（本学紀要）平成29年度 研究支援課総務係 2017年度 2018年4月1日 無期限 紙 事務室 研究・連携推進課研究推進係 廃棄

研究・連携
推進課

管理・運営
本学が発行する広報，学報，
職員録等に関するもの

紀要寄贈交換関係平成29年度 研究支援課総務係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 研究・連携推進課研究推進係 廃棄

研究・連携
推進課

管理・運営
不正防止関係で10年保存が
必要であると認めるもの

平成29年度公的資金管理関係１ 副課長 2017年度 2018年4月1日 10年 2027年度末 紙 事務室 研究・連携推進課 廃棄

研究・連携
推進課

管理・運営
不正防止関係で10年保存が
必要であると認めるもの

平成29年度公的資金管理関係２ 副課長 2017年度 2018年4月1日 10年 2027年度末 紙 事務室 研究・連携推進課 廃棄

研究・連携
推進課

管理・運営
高大接続関係で10年保存が
必要であると認めるもの

平成29年度高大接続による教員養成プログラム 副課長 2017年度 2018年4月1日 10年 2027年度末 紙 事務室 研究・連携推進課 廃棄

研究・連携
推進課

管理・運営
不正防止関係で10年保存が
必要であると認めるもの

平成29年度誓約書（事務職員） 副課長 2017年度 2018年4月1日 10年 2027年度末 紙 事務室 研究・連携推進課 廃棄

研究・連携
推進課

管理・運営
不正防止関係で10年保存が
必要であると認めるもの

平成29年度誓約書（研究者） 副課長 2017年度 2018年4月1日 10年 2027年度末 紙 事務室 研究・連携推進課 廃棄

研究・連携
推進課

研究協力 産学連携等に関するもの 受託研究（その他）平成27年度～ 研究支援課研究協力係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 研究・連携推進課研究協力係 廃棄

研究・連携
推進課

研究協力 産学連携等に関するもの 平成29年度調査関係 研究支援課研究協力係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 研究・連携推進課研究協力係 廃棄

研究・連携
推進課

研究協力 産学連携等に関するもの 平成29年度みずほ旅費・謝金・物品他 研究支援課研究協力係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第一係 廃棄

研究・連携
推進課

研究協力 産学連携等に関するもの
東京学芸大学・みずほフィナンシャルグループ金融教育共同研究
プロジェクト公開講座H29

研究支援課研究協力係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第一係 廃棄

研究・連携
推進課

研究助成
科学研究費補助金の申請等
に関するもの

平成29年度科研費　奨励研究 研究支援課研究協力係 2016年度 未定 研究終了後5年 未定 紙 事務室 研究・連携推進課研究協力係 廃棄

研究・連携
推進課

研究協力
科学研究費補助金の申請等
に関するもの

平成29年度科研費　交付申請書 研究支援課研究協力係 2017年度 未定 研究終了後5年 未定 紙 事務室 研究・連携推進課研究協力係 廃棄

研究・連携
推進課

研究協力
科学研究費補助金の申請等
に関するもの

平成29年度科研費　内定・決定通知関係 研究支援課研究協力係 2017年度 未定 研究終了後5年 未定 紙 事務室 研究・連携推進課研究協力係 廃棄
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研究・連携
推進課

研究協力
科学研究費補助金の申請等
に関するもの

平成28年度科研費　実績報告書 研究支援課研究協力係 2017年度 未定 研究終了後5年 未定 紙 事務室 研究・連携推進課研究協力係 廃棄

研究・連携
推進課

研究協力
科学研究費補助金の申請等
に関するもの

平成30年度科研費応募書類　基盤C 研究支援課研究協力係 2017年度 未定 研究終了後5年 未定 紙 事務室 研究・連携推進課研究協力係 廃棄

研究・連携
推進課

研究協力
科学研究費補助金の申請等
に関するもの

平成30年度科研費応募書類　奨励研究 研究支援課研究協力係 2017年度 未定 研究終了後5年 未定 紙 事務室 研究・連携推進課研究協力係 廃棄

研究・連携
推進課

研究協力
科学研究費補助金の申請等
に関するもの

平成30年度科研費応募書類　新学術領域研究（研究領域提案
型）、基盤（B）、挑戦的研究（萌芽）、若手（ＡＢ）、研究成果公開促
進費、研究活動スタート支援、国際共同研究

研究支援課研究協力係 2017年度 未定 研究終了後5年 未定 紙 事務室 研究・連携推進課研究協力係 廃棄

研究・連携
推進課

研究協力
研究員受入における審査に関
するもの

平成29年度学振　特別研究員関係 研究支援課研究協力係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 研究・連携推進課研究協力係 廃棄

研究・連携
推進課

研究協力 産学連携等に関するもの 平成29年度　教育実践研究推進本部会議 研究支援課研究協力係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 研究・連携推進課研究協力係 廃棄

研究・連携
推進課

人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成29年度非常勤職員勤務時間記録簿 研究支援課総務係 2017年度 2018年4月1日 無期限 紙 事務室 研究・連携推進課研究推進係 廃棄

研究・連携
推進課

人事 勤務時間記録簿 平成29年度勤務時間記録簿 研究支援課総務係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 研究・連携推進課研究推進係 廃棄

研究・連携
推進課

人事 出張に関するもの 平成29年度旅行命令・依頼伺 研究支援課総務係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 研究・連携推進課研究推進係 廃棄

研究・連携
推進課

人事
勤務日及び勤務時間表の関
係で5年保存が必要であると
認めるもの

平成29年度勤務日及び勤務時間表 研究支援課総務係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 研究・連携推進課研究推進係 廃棄

研究・連携
推進課

管理・運営
投稿票(本学紀要）の関係で無
期限保存が必要であると認め
るもの

投稿票（本学紀要）平成30年度 研究支援課総務係 2018年度 2019年4月1日 無期限 紙 事務室 研究・連携推進課研究推進係 廃棄

研究・連携
推進課

管理・運営
本学が発行する広報，学報，
職員録等に関するもの

紀要寄贈交換関係平成30年度 研究支援課総務係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 研究・連携推進課研究推進係 廃棄

研究・連携
推進課

人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成30年度非常勤職員勤務時間記録簿 研究支援課総務係 2018年度 2019年4月1日 無期限 紙 事務室 研究・連携推進課研究推進係 廃棄

研究・連携
推進課

人事 勤務時間記録簿 平成30年度勤務時間記録簿 研究支援課総務係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 研究・連携推進課研究推進係 廃棄

研究・連携
推進課

人事 出張に関するもの 平成30年度旅行命令・依頼伺 研究支援課総務係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 研究・連携推進課研究推進係 廃棄

研究・連携
推進課

人事
勤務日及び勤務時間表の関
係で5年保存が必要であると
認めるもの

平成30年度勤務日及び勤務時間表 研究支援課総務係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 研究・連携推進課研究推進係 廃棄

研究・連携
推進課

研究協力
研究倫理委員会における審査
に関するもの

研究倫理関係(平成29年度） 研究支援課総務係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 研究・連携推進課研究推進係 廃棄

研究・連携
推進課

研究助成 各種研究助成に関するもの 研究専念制度(平成29年度） 研究支援課総務係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022 紙 事務室 研究・連携推進課研究推進係 廃棄

研究・連携
推進課

研究協力
研究倫理委員会における審査
に関するもの

研究倫理関係(平成30年度） 研究支援課総務係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023 紙 事務室 研究・連携推進課研究推進係 廃棄

研究・連携
推進課

研究助成 各種研究助成に関するもの 研究専念制度(平成30年度） 研究支援課総務係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023 紙 事務室 研究・連携推進課研究推進係 廃棄

研究・連携
推進課

研究助成 各種研究助成に関するもの 平成29年度研究助成申請・選考結果 研究支援課総務係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 研究・連携推進課研究推進係 廃棄

研究・連携
推進課

研究助成 各種研究助成に関するもの 平成30年度研究助成申請・選考結果 研究支援課総務係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 研究・連携推進課研究推進係 廃棄

研究・連携
推進課

管理・運営
不正防止関係で10年保存が
必要であると認めるもの

平成30年度公的資金管理関係１ 副課長 2018年度 2019年4月1日 10年 2028年度末 紙 事務室 研究・連携推進課研究推進係 廃棄

研究・連携
推進課

管理・運営
不正防止関係で10年保存が
必要であると認めるもの

平成30年度公的資金管理関係２ 副課長 2018年度 2019年4月1日 10年 2028年度末 紙 事務室 研究・連携推進課研究推進係 廃棄

研究・連携
推進課

管理・運営
高大接続関係で10年保存が
必要であると認めるもの

平成30年度高大接続による教員養成プログラム 副課長 2018年度 2019年4月1日 10年 2028年度末 紙 事務室 研究・連携推進課研究推進係 廃棄

研究・連携
推進課

管理・運営
不正防止関係で10年保存が
必要であると認めるもの

平成30年度誓約書（事務職員） 副課長 2018年度 2019年4月1日 10年 2028年度末 紙 事務室 研究・連携推進課研究推進係 廃棄

研究・連携
推進課

管理・運営
不正防止関係で10年保存が
必要であると認めるもの

平成30年度誓約書（研究者） 副課長 2018年度 2019年4月1日 10年 2028年度末 紙 事務室 研究・連携推進課研究推進係 廃棄

研究・連携
推進課

管理・運営
安全保障輸出管理関係で10
年保存が必要であると認める
もの

安全保障輸出管理関係 副課長 2018年度 2019年4月1日 10年 2028年度末 紙 事務室 研究・連携推進課研究推進係 廃棄

研究・連携
推進課

研究協力 産学連携等に関するもの 平成30年度　教育実践研究推進本部会議 研究支援課研究協力係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 研究・連携推進課研究協力係 廃棄

研究・連携
推進課

研究協力 産学連携等に関するもの H30 社会連携推進本部会議 研究支援課研究協力係 2018年度 2019年4月1日 7年 2025年度末 紙 事務室 研究・連携推進課研究協力係 廃棄

研究・連携
推進課

研究協力
研究員受入における審査に関
するもの

H30～H31 研究員受入　科研費研究支援者、国内研究員 研究支援課研究協力係 2018年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 研究・連携推進課研究協力係 廃棄

研究・連携
推進課

研究協力
科学研究費補助金の申請等
に関するもの

平成30年度科研費　内定・決定通知関係 1 研究支援課研究協力係 2018年度 未定 研究終了後5年 未定 紙 事務室 研究・連携推進課研究協力係 廃棄

研究・連携
推進課

研究協力
科学研究費補助金の申請等
に関するもの

平成30年度科研費　内定・決定通知関係 2 研究支援課研究協力係 2018年度 未定 研究終了後5年 未定 紙 事務室 研究・連携推進課研究協力係 廃棄

研究・連携
推進課

研究協力
科学研究費補助金の申請等
に関するもの

平成30年度科研費　交付申請書 研究支援課研究協力係 2018年度 未定 研究終了後5年 未定 紙 事務室 研究・連携推進課研究協力係 廃棄

研究・連携
推進課

研究協力
研究員受入における審査に関
するもの

平成30年度学振　特別研究員関係 研究支援課研究協力係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 研究・連携推進課研究協力係 廃棄

研究・連携
推進課

研究協力
科学研究費補助金の申請等
に関するもの

平成29年度科研費　実績報告書 研究支援課研究協力係 2018年度 未定 研究終了後5年 未定 紙 事務室 研究・連携推進課研究協力係 廃棄

研究・連携
推進課

研究協力
科学研究費補助金の申請等
に関するもの

平成30年度科研費　分担金 1 研究支援課研究協力係 2018年度 未定 研究終了後5年 未定 紙 事務室 研究・連携推進課研究協力係 廃棄

研究・連携
推進課

研究協力
科学研究費補助金の申請等
に関するもの

平成30年度科研費　分担金 2 研究支援課研究協力係 2018年度 未定 研究終了後5年 未定 紙 事務室 研究・連携推進課研究協力係 廃棄

研究・連携
推進課

研究助成
科学研究費補助金の申請等
に関するもの

平成30年度（7月）～科研費　転出・転入関係（送金関係含む） 研究支援課研究協力係 2018年度 未定 研究終了後5年 未定 紙 事務室 研究・連携推進課研究協力係 廃棄

研究・連携
推進課

研究協力
科学研究費補助金の申請等
に関するもの

平成31年度科研費応募書類　新学術領域研究（研究領域提案
型）、基盤（ＡB）、挑戦的研究（開拓・萌芽）、若手、研究成果公開
促進費、奨励研究、研究活動スタート支援、国際共同研究、ひらめ
き☆ときめきサイエンス

研究支援課研究協力係 2018年度 未定 研究終了後5年 未定 紙 事務室 研究・連携推進課研究協力係 廃棄

研究・連携
推進課

研究協力
科学研究費補助金の申請等
に関するもの

平成31年度科研費応募書類　基盤C 研究支援課研究協力係 2018年度 未定 研究終了後5年 未定 紙 事務室 研究・連携推進課研究協力係 廃棄

研究・連携
推進課

研究助成
科学研究費補助金の申請等
に関するもの

平成30年度厚生労働省科学研究費補助金関係綴 研究支援課研究協力係 2018年度 未定 研究終了後5年 未定 紙 事務室 研究・連携推進課研究協力係 廃棄

研究・連携
推進課

研究助成
科学研究費補助金の申請等
に関するもの

平成30年度科学研究費助成事業実地検査 研究支援課研究協力係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 研究・連携推進課研究協力係 廃棄

研究・連携
推進課

研究協力 産学連携等に関するもの その他　契約書等 研究支援課研究協力係 2018年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第一係 廃棄 令和2年度分まで

研究・連携
推進課

研究協力 産学連携等に関するもの 平成30年度みずほ旅費・謝金・物品他 研究支援課研究協力係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第一係 廃棄

研究・連携
推進課

研究協力
科学研究費補助金の申請等
に関するもの

平成30年度科研費　実績報告書 研究・連携推進課研究協力係 2019年度 未定 研究終了後5年 未定 紙 事務室 研究・連携推進課研究協力係 廃棄

研究・連携
推進課

研究助成
科学研究費補助金の申請等
に関するもの

平成31年～厚生労働省科学研究費 研究・連携推進課研究協力係 2019年度 未定 研究終了後5年 未定 紙 事務室 研究・連携推進課研究協力係 廃棄

研究・連携
推進課

研究協力
科学研究費補助金の申請等
に関するもの

平成31年度科研費　内定・決定通知関係 1 研究・連携推進課研究協力係 2019年度 未定 研究終了後5年 未定 紙 事務室 研究・連携推進課研究協力係 廃棄

研究・連携
推進課

研究協力
科学研究費補助金の申請等
に関するもの

平成31年度科研費　内定・決定通知関係 2 研究・連携推進課研究協力係 2019年度 未定 研究終了後5年 未定 紙 事務室 研究・連携推進課研究協力係 廃棄

研究・連携
推進課

研究協力
科学研究費補助金の申請等
に関するもの

平成31年度科研費　交付申請書 研究・連携推進課研究協力係 2019年度 未定 研究終了後5年 未定 紙 事務室 研究・連携推進課研究協力係 廃棄

研究・連携
推進課

研究協力
科学研究費補助金の申請等
に関するもの

令和元年度科研費　実績報告書 研究・連携推進課研究協力係 2020年度 未定 研究終了後5年 未定 紙 事務室 研究・連携推進課研究協力係 廃棄

研究・連携
推進課

研究協力
科学研究費補助金の申請等
に関するもの

令和元年度科研費　分担金 1 研究・連携推進課研究協力係 2019年度 未定 研究終了後5年 未定 紙 事務室 研究・連携推進課研究協力係 廃棄

研究・連携
推進課

研究協力
科学研究費補助金の申請等
に関するもの

令和元年度科研費　分担金 1 研究・連携推進課研究協力係 2019年度 未定 研究終了後5年 未定 紙 事務室 研究・連携推進課研究協力係 廃棄

研究・連携
推進課

研究協力
研究員受入における審査に関
するもの

令和元年度研究員受入 研究・連携推進課研究協力係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 研究・連携推進課研究協力係 廃棄

研究・連携
推進課

研究協力
研究員受入における審査に関
するもの

令和元年度学振　特別研究員関係 研究・連携推進課研究協力係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 研究・連携推進課研究協力係 廃棄

研究・連携
推進課

研究協力
科学研究費補助金の申請等
に関するもの

令和2年度科研費応募書類　新学術領域研究（研究領域提案
型）、基盤（ＡB）、挑戦的研究（開拓・萌芽）、若手、研究成果公開
促進費、奨励研究、研究活動スタート支援、国際共同研究、ひらめ
き☆ときめきサイエンス

研究・連携推進課研究協力係 2019年度 未定 研究終了後5年 未定 紙 事務室 研究・連携推進課研究協力係 廃棄

研究・連携
推進課

研究協力
科学研究費補助金の申請等
に関するもの

令和2年度科研費応募書類　基盤C 研究・連携推進課研究協力係 2019年度 未定 研究終了後5年 未定 紙 事務室 研究・連携推進課研究協力係 廃棄

研究・連携
推進課

研究協力
科学研究費補助金の申請等
に関するもの

令和2年度科研費応募書類　学術変革領域（AB) 研究・連携推進課研究協力係 2019年度 未定 研究終了後5年 未定 紙 事務室 研究・連携推進課研究協力係 廃棄

研究・連携
推進課

研究協力
研究員受入における審査に関
するもの

令和2年度研究員受入 研究・連携推進課研究協力係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 研究・連携推進課研究協力係 廃棄

研究・連携
推進課

研究協力
研究員受入における審査に関
するもの

令和2年度学振　特別研究員関係 研究・連携推進課研究協力係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 研究・連携推進課研究協力係 廃棄

研究・連携
推進課

研究助成
科学研究費補助金の申請等
に関するもの

科研費・説明会・不採択者支援・審査委員・アンケート・審査結果
通知（奨励研究）R1～

研究・連携推進課研究協力係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 研究・連携推進課研究協力係 廃棄
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法人文書ファイル管理簿データ（全学）

部局名 １）大分類 ２）中分類 ３）小分類（法人文書ファイル名） ４）作成・取得者
５）作成・取得年度
等

６）起算日 ７）保存期間
８）保存期間
    満了時期

９）媒体の種別 10）保存場所 11）管理担当課・係
12)保存期間満
了時の措置

備考

研究・連携
推進課

研究助成
科学研究費補助金の申請等
に関するもの

科研費　・（転入者）研究機関変更届・死亡等報告書・（補助金）繰
越・調整金・（基金）期間延長・育休　H31～

研究・連携推進課研究協力係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 研究・連携推進課研究協力係 廃棄

研究・連携
推進課

研究協力 産学連携等に関するもの 受託研究　JST 研究・連携推進課研究協力係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 研究・連携推進課研究協力係 廃棄

研究・連携
推進課

研究協力 産学連携等に関するもの
受託研究　環境総合推進費（千葉大学ｘ山本昭範先生）
平成27年度～平成29年度

研究・連携推進課研究協力係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 研究・連携推進課研究協力係 廃棄

研究・連携
推進課

研究協力 産学連携等に関するもの
受託研究　環境総合推進費（千葉大学ｘ山本昭範先生）
平成30年度～

研究・連携推進課研究協力係 2019年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 研究・連携推進課研究協力係 廃棄

研究・連携
推進課

研究協力 産学連携等に関するもの 受託研究　国立精神・神経医療研究センター 研究・連携推進課研究協力係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 研究・連携推進課研究協力係 廃棄

研究・連携
推進課

研究協力 産学連携等に関するもの
受託研究　国際医療研究センター・国際医療研究開発費
朝倉先生（平成27年度～）

研究・連携推進課研究協力係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 研究・連携推進課研究協力係 廃棄

研究・連携
推進課

研究協力 産学連携等に関するもの 調査関係　令和元年～ 研究・連携推進課研究協力係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 研究・連携推進課研究協力係 廃棄

研究・連携
推進課

研究協力 競争的資金等に関するもの 受託研究　不採択課題（平成30年～） 研究・連携推進課研究協力係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 研究・連携推進課研究協力係 廃棄

研究・連携
推進課

研究協力 産学連携等に関するもの 受託事業　その他（平成30年度～） 研究・連携推進課研究協力係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 研究・連携推進課研究協力係 廃棄

研究・連携
推進課

研究協力 産学連携等に関するもの 平成28年度共同研究　② 研究・連携推進課産学連携係 2019年度 未定 研究終了後5年 未定 紙 事務室 研究・連携推進課研究協力係 廃棄

研究・連携
推進課

研究協力 産学連携等に関するもの 令和元年度共同研究 研究・連携推進課産学連携係 2019年度 未定 研究終了後5年 未定 紙 事務室 研究・連携推進課研究協力係 廃棄

研究・連携
推進課

研究協力 産学連携等に関するもの 受託研究　民間企業等との受託研究 研究・連携推進課産学連携係 2019年度 未定 研究終了後5年 未定 紙 事務室 研究・連携推進課研究協力係 廃棄

研究・連携
推進課

研究助成 産学連携等に関するもの その他　契約書等 研究・連携推進課産学連携係 2019年度 未定 研究終了後5年 未定 紙 事務室 研究・連携推進課研究協力係 廃棄

研究・連携
推進課

研究助成 産学連携等に関するもの
Dynabook株式会社（2019.1.1～）
旧社名：東芝クライアントソリューション株式会社

研究・連携推進課産学連携係 2019年度 未定 研究終了後5年 未定 紙 事務室 研究・連携推進課研究協力係 廃棄

研究・連携
推進課

研究助成 産学連携等に関するもの プレスリリース・HP掲載依頼 研究・連携推進課産学連携係 2019年度 未定 研究終了後5年 未定 紙 事務室 研究・連携推進課研究協力係 廃棄

研究・連携
推進課

研究協力 発明・特許に関するもの 出願補償金・実施補償金・特許出願➁ 研究・連携推進課産学連携係 2019年度 2019年4月1日 30年 2048年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第一係 廃棄

研究・連携
推進課

管理・運営
投稿票(本学紀要）の関係で無
期限保存が必要であると認め
るもの

投稿票（本学紀要）令和元年度 研究支援課総務係 2019年度 2020年4月1日 無期限 紙 事務室 研究・連携推進課研究推進係 廃棄

研究・連携
推進課

人事
休暇簿等の給与簿に関するも
の

令和元年休暇簿 研究支援課総務係 2019年度 2020年4月1日 3年 2022年度末 紙 事務室 研究・連携推進課研究推進係 廃棄

研究・連携
推進課

人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

令和元年度非常勤職員勤務時間記録簿 研究支援課総務係 2019年度 2020年4月1日 無期限 紙 事務室 研究・連携推進課研究推進係 廃棄

研究・連携
推進課

人事 勤務時間記録簿 令和元年度勤務時間記録簿 研究支援課総務係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 研究・連携推進課研究推進係 廃棄

研究・連携
推進課

人事 出張に関するもの 令和元年度旅行命令・依頼伺 研究支援課総務係 2019年度 2020年4月1日 5年 1905年7月16日 紙 事務室 研究・連携推進課研究推進係 廃棄

研究・連携
推進課

人事
勤務日及び勤務時間表の関
係で5年保存が必要であると
認めるもの

令和元年度勤務日及び勤務時間表 研究支援課総務係 2019年度 2020年4月1日 5年 1905年7月16日 紙 事務室 研究・連携推進課研究推進係 廃棄

研究・連携
推進課

人事 採用等に関するもの（非常勤） 非常勤職員採用関係書類（令和元年度） 研究支援課総務係 2019年度 2020年4月1日 3年 2022年度末 紙 事務室 研究・連携推進課研究推進係 廃棄

研究・連携
推進課

研究協力
研究倫理委員会における審査
に関するもの

研究倫理関係(令和元年度） 研究支援課総務係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 研究・連携推進課研究推進係 廃棄

研究・連携
推進課

研究助成 各種研究助成に関するもの 研究専念制度(令和元年度） 研究支援課総務係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 研究・連携推進課研究推進係 廃棄

研究・連携
推進課

研究助成 各種研究助成に関するもの 令和元年度研究助成申請・選考結果 研究支援課総務係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 研究・連携推進課研究推進係 廃棄

研究・連携
推進課

管理・運営
不正防止関係で10年保存が
必要であると認めるもの

平成31年度誓約書（事務職員） 副課長 2019年度 2020年4月1日 10年 2029年度末 紙 事務室 研究・連携推進課研究推進係 廃棄

研究・連携
推進課

管理・運営
不正防止関係で10年保存が
必要であると認めるもの

平成31年度誓約書（研究者） 副課長 2019年度 2020年4月1日 10年 2029年度末 紙 事務室 研究・連携推進課研究推進係 廃棄

研究・連携
推進課

管理・運営
不正防止関係で10年保存が
必要であると認めるもの

平成元年度公的資金管理関係１ 副課長 2019年度 2020年4月1日 10年 2029年度末 紙 事務室 研究・連携推進課研究推進係 廃棄

研究・連携
推進課

管理・運営
不正防止関係で10年保存が
必要であると認めるもの

平成元年度公的資金管理関係２ 副課長 2019年度 2020年4月1日 10年 2029年度末 紙 事務室 研究・連携推進課研究推進係 廃棄

研究・連携
推進課

管理・運営
高大接続関係で10年保存が
必要であると認めるもの

平成3１年度高大接続による教員養成プログラム 副課長 2019年度 2020年4月1日 10年 1905年7月21日 紙 事務室 研究・連携推進課研究推進係 廃棄

研究・連携
推進課

研究協力
科学研究費補助金の申請等
に関するもの

令和2年度科研費分担金 研究・連携推進課研究協力係 2020年度 未定 研究終了後5年 未定 紙 事務室 研究・連携推進課研究協力係 廃棄

研究・連携
推進課

研究協力
科学研究費補助金の申請等
に関するもの

令和2年度科研費　内定・決定通知関係 研究・連携推進課研究協力係 2020年度 未定 研究終了後5年 未定 紙 事務室 研究・連携推進課研究協力係 廃棄

研究・連携
推進課

研究協力
科学研究費補助金の申請等
に関するもの

令和2年度科研費　交付申請書 研究・連携推進課研究協力係 2020年度 未定 研究終了後5年 未定 紙 事務室 研究・連携推進課研究協力係 廃棄

研究・連携
推進課

研究助成
科学研究費補助金の申請等
に関するもの

令和2年度科研費　転出・転入関係（送金関係含む） 研究・連携推進課研究協力係 2020年度 未定 研究終了後5年 未定 紙 事務室 研究・連携推進課研究協力係 廃棄

研究・連携
推進課

研究協力
科学研究費補助金の申請等
に関するもの

令和3年度平成31年度科研費応募書類　新学術領域研究（研究
領域提案型）、基盤（ＡB）、挑戦的研究（開拓・萌芽）、若手、研究
成果公開促進費、奨励研究、研究活動スタート支援、国際共同研
究、ひらめき☆ときめきサイエンス

研究・連携推進課研究協力係 2020年度 未定 研究終了後5年 未定 紙 事務室 研究・連携推進課研究協力係 廃棄

研究・連携
推進課

研究協力
科学研究費補助金の申請等
に関するもの

令和3年度科研費応募書類　基盤C 研究・連携推進課研究協力係 2020年度 未定 研究終了後5年 未定 紙 事務室 研究・連携推進課研究協力係 廃棄

研究・連携
推進課

管理・運営
各種委員会の記録に関するも
ので重要なもの

次世代教育研究推進機構運営会議（平成27年度） 総務部次世代教育推進担当 2015年度 2016年4月1日 10年 2025年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第一係 廃棄

研究・連携
推進課

人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成27年度勤務時間記録簿(非常勤） 総務部次世代教育推進担当 2015年度 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 研究・連携推進課連携第一係 廃棄

研究・連携
推進課

人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成27年度非常勤講師（専門研究員）出勤簿 総務部次世代教育推進担当 2015年度 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 研究・連携推進課連携第一係 廃棄

研究・連携
推進課

人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

勤務日の変更（専門研究員等）平成27年度 総務部次世代教育推進担当 2015年度 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 研究・連携推進課連携第一係 廃棄

研究・連携
推進課

会計 資産台帳 資産台帳（平成27年度） 総務部次世代教育推進担当 2015年度 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 研究・連携推進課連携第一係 廃棄

研究・連携
推進課

会計 概算要求に関する決裁文書 概算要求関係（平成27年度） 総務部次世代教育推進担当 2015年度 2016年4月1日 10年 2025年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第一係 廃棄

研究・連携
推進課

管理・運営
各種委員会の記録に関するも
ので重要なもの

次世代教育研究推進機構運営会議（平成28年度） 総務部次世代教育推進担当 2016年度 2017年4月1日 10年 2026年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第一係 廃棄

研究・連携
推進課

人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成28年度勤務時間記録簿(非常勤） 総務部次世代教育推進担当 2016年度 2017年4月1日 無期限 紙 事務室 研究・連携推進課連携第一係 廃棄

研究・連携
推進課

人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成28年度非常勤講師（専門研究員）出勤簿 総務部次世代教育推進担当 2016年度 2017年4月1日 無期限 紙 事務室 研究・連携推進課連携第一係 廃棄

研究・連携
推進課

人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

勤務日の変更（専門研究員等）平成28年度 総務部次世代教育推進担当 2016年度 2017年4月1日 無期限 紙 事務室 研究・連携推進課連携第一係 廃棄

研究・連携
推進課

会計 資産台帳 資産台帳（平成28年度） 総務部次世代教育推進担当 2016年度 2017年4月1日 無期限 紙 事務室 研究・連携推進課連携第一係 廃棄

研究・連携
推進課

会計 概算要求に関する決裁文書 概算要求関係（平成28年度） 総務部次世代教育推進担当 2016年度 2017年4月1日 10年 2026年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第一係 廃棄

研究・連携
推進課

管理・運営
各種委員会の記録に関するも
ので重要なもの

次世代教育研究推進機構運営会議（平成29年度） 総務部次世代教育推進担当 2017年度 2018年4月1日 10年 2027年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第一係 廃棄

研究・連携
推進課

管理・運営
各種会議の関係で5年保存が
必要なもの

H29部門代表等会議資料 総務部次世代教育推進担当 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第一係 廃棄

研究・連携
推進課

管理・運営
各種会議の関係で5年保存が
必要なもの

H29部門1会議資料 総務部次世代教育推進担当 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第一係 廃棄

研究・連携
推進課

人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成29年度勤務時間記録簿(非常勤） 総務部次世代教育推進担当 2017年度 2018年4月1日 無期限 紙 事務室 研究・連携推進課連携第一係 廃棄

研究・連携
推進課

人事 勤務時間記録簿 平成29年度勤務時間記録簿（常勤) 総務部次世代教育推進担当 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第一係 廃棄

研究・連携
推進課

人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成29年度非常勤講師（専門研究員）出勤簿 総務部次世代教育推進担当 2017年度 2018年4月1日 無期限 紙 事務室 研究・連携推進課連携第一係 廃棄

研究・連携
推進課

人事 勤務時間記録簿 平成29年度勤務状況申告書 総務部次世代教育推進担当 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第一係 廃棄

研究・連携
推進課

人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

勤務日の変更（専門研究員等）平成29年度 総務部次世代教育推進担当 2017年度 2018年4月1日 無期限 紙 事務室 研究・連携推進課連携第一係 廃棄

研究・連携
推進課

人事 基準給与簿 平成29年度基準給与簿 総務部次世代教育推進担当 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第一係 廃棄

研究・連携
推進課

研究助成
科学研究費補助金の申請等
に関するもの

科研費（宮澤芳光助教）平成29年度 総務部次世代教育推進担当 2017年度 2018年4月1日 研究終了後5年 2022年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第一係 廃棄

研究・連携
推進課

研究助成
科学研究費補助金の申請等
に関するもの

科研費（鄭谷心助教）平成29年度 総務部次世代教育推進担当 2017年度 2018年4月1日 研究終了後5年 2022年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第一係 廃棄

研究・連携
推進課

会計 資産台帳 資産台帳（平成29年度） 総務部次世代教育推進担当 2017年度 2018年4月1日 無期限 紙 事務室 研究・連携推進課連携第一係 廃棄
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研究・連携
推進課

会計 概算要求に関する決裁文書 概算要求関係（平成29年度） 総務部次世代教育推進担当 2017年度 2018年4月1日 10年 2027年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第一係 廃棄

研究・連携
推進課

会計 予算配分に関する文書 予算振替（平成29年度） 総務部次世代教育推進担当 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第一係 廃棄

研究・連携
推進課

会計 旅行命令簿 旅費（平成29年度・2冊分） 総務部次世代教育推進担当 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第一係 廃棄

研究・連携
推進課

会計 旅行命令簿 公務外出（平成29年度・2冊分） 総務部次世代教育推進担当 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第一係 廃棄

研究・連携
推進課

会計 物品購入依頼書 物品購入・運営費（平成29年度・2冊分） 総務部次世代教育推進担当 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第一係 廃棄

研究・連携
推進課

会計 物品購入依頼書 授業料その他（平成29年度） 総務部次世代教育推進担当 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第一係 廃棄

研究・連携
推進課

会計 物品購入依頼書 書籍・運営費（平成29年度） 総務部次世代教育推進担当 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第一係 廃棄

研究・連携
推進課

会計 物品購入依頼書 業務委託・運営費（平成29年度・5冊分） 総務部次世代教育推進担当 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第一係 廃棄

研究・連携
推進課

会計
謝金の関係で5年保存が必要
であると認めるもの

謝金（平成29年度・2冊分） 総務部次世代教育推進担当 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第一係 廃棄

研究・連携
推進課

会計
OECD拠出金の関係で5年保
存が必要なもの

OECD拠出金関係（平成29年度） 総務部次世代教育推進担当 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第一係 廃棄

研究・連携
推進課

管理・運営
各種委員会の記録に関するも
ので重要なもの

次世代教育研究推進機構運営会議（平成30年度）
総務部教育インキュベーション推進担
当(次世代教育研究推進機構）

2018年度 2019年4月1日 10年 2028年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第一係 廃棄

研究・連携
推進課

管理・運営
各種会議の関係で5年保存が
必要なもの

H30部門代表等会議資料
総務部教育インキュベーション推進担
当(次世代教育研究推進機構）

2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第一係 廃棄

研究・連携
推進課

管理・運営
各種会議の関係で5年保存が
必要なもの

H30次世代教育研究推進機構 会議資料
総務部教育インキュベーション推進担
当(次世代教育研究推進機構）

2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第一係 廃棄

研究・連携
推進課

人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成30年度非常勤講師（専門研究員）出勤簿
総務部教育インキュベーション推進担
当(次世代教育研究推進機構）

2018年度 2019年4月1日 無期限 紙 事務室 研究・連携推進課連携第一係 廃棄

研究・連携
推進課

人事 勤務時間記録簿 平成30年度勤務状況申告書
総務部教育インキュベーション推進担
当(次世代教育研究推進機構）

2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第一係 廃棄

研究・連携
推進課

研究助成
科学研究費補助金の申請等
に関するもの

科研費（宮澤芳光助教）平成30年度
総務部教育インキュベーション推進担
当(次世代教育研究推進機構）

2018年度 2019年4月1日 研究終了後5年 2023年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第一係 廃棄

研究・連携
推進課

会計 資産台帳 資産台帳（平成30年度）
総務部教育インキュベーション推進担
当(次世代教育研究推進機構）

2018年度 2019年4月1日 無期限 紙 事務室 研究・連携推進課連携第一係 廃棄

研究・連携
推進課

会計 概算要求に関する決裁文書 概算要求関係（平成30年度）
総務部教育インキュベーション推進担
当(次世代教育研究推進機構）

2018年度 2019年4月1日 10年 2028年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第一係 廃棄

研究・連携
推進課

会計 予算配分に関する文書 予算振替（平成30年度）
総務部教育インキュベーション推進担
当(次世代教育研究推進機構）

2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第一係 廃棄

研究・連携
推進課

会計 旅行命令簿 旅費（平成30年度）
総務部教育インキュベーション推進担
当(次世代教育研究推進機構）

2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第一係 廃棄

研究・連携
推進課

会計 旅行命令簿 公務外出（平成30年度）
総務部教育インキュベーション推進担
当(次世代教育研究推進機構）

2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第一係 廃棄

研究・連携
推進課

会計 物品購入依頼書 物品購入（平成30年度）
総務部教育インキュベーション推進担
当(次世代教育研究推進機構）

2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第一係 廃棄

研究・連携
推進課

会計 物品購入依頼書 立替払（平成30年度）
総務部教育インキュベーション推進担
当(次世代教育研究推進機構）

2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第一係 廃棄

研究・連携
推進課

会計 物品購入依頼書 書籍（平成30年度）
総務部教育インキュベーション推進担
当(次世代教育研究推進機構）

2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第一係 廃棄

研究・連携
推進課

会計 物品購入依頼書 業務委託（平成30年度）
総務部教育インキュベーション推進担
当(次世代教育研究推進機構）

2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第一係 廃棄

研究・連携
推進課

会計
謝金の関係で5年保存が必要
であると認めるもの

謝金（平成30年度）
総務部教育インキュベーション推進担
当(次世代教育研究推進機構）

2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第一係 廃棄

研究・連携
推進課

会計
OECD拠出金の関係で5年保
存が必要なもの

OECD拠出金関係（平成30年度）
総務部教育インキュベーション推進担
当(次世代教育研究推進機構）

2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第一係 廃棄

研究・連携
推進課

人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成30年度勤務時間記録簿(非常勤・専任教員）
総務部教育インキュベーション推進担
当

2018年度 2019年4月1日 無期限 紙 事務室 研究・連携推進課連携第一係 廃棄

研究・連携
推進課

人事 勤務時間記録簿 平成30年度勤務時間記録簿（常勤）
総務部教育インキュベーション推進担
当

2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第一係 廃棄

研究・連携
推進課

会計 旅行命令簿 平成30年度公務外出
総務部教育インキュベーション推進担
当

2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第一係 廃棄

研究・連携
推進課

管理・運営
各種委員会の記録に関するも
ので重要なもの

教育インキュベーションセンター設置準備委員会
総務部教育インキュベーション推進担
当

2018年度 2019年4月1日 10年 2028年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第一係 廃棄

研究・連携
推進課

研究協力 産学連携等に関するもの 教育インキュベーションセンター関連協定書
総務部教育インキュベーション推進担
当

2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第一係 廃棄

研究・連携
推進課

人事 勤務時間記録簿 令和元年度勤務時間記録簿（常勤）
総務部教育インキュベーション推進担
当

2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第一係 廃棄

研究・連携
推進課

人事 勤務時間記録簿 令和元年度勤務状況申告書（専任教員）
総務部教育インキュベーション推進担
当

2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第一係 廃棄

研究・連携
推進課

人事
休暇簿等の給与簿に関するも
の

令和元年度休暇簿
総務部教育インキュベーション推進担
当

2019年度 2020年4月1日 3年 2022年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第一係 廃棄

研究・連携
推進課

人事
休暇簿等の給与簿に関するも
の

令和元年度休暇簿（非常勤）
総務部教育インキュベーション推進担
当

2019年度 2020年4月1日 3年 2022年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第一係 廃棄

研究・連携
推進課

会計 資産台帳 令和元年度資産台帳
総務部教育インキュベーション推進担
当

2019年度 2020年4月1日 無期限 紙 事務室 研究・連携推進課連携第一係 廃棄

研究・連携
推進課

会計 旅行命令簿 令和元年度公務外出
総務部教育インキュベーション推進担
当

2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第一係 廃棄

研究・連携
推進課

会計 旅行命令簿 令和元年度旅行命令伺
総務部教育インキュベーション推進担
当

2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第一係 廃棄

研究・連携
推進課

会計 旅費の請求に係る添付書類 令和元年度旅行命令伺（添付書類）
総務部教育インキュベーション推進担
当

2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第一係 廃棄

研究・連携
推進課

会計 物品購入依頼書 令和元年度購入依頼書
総務部教育インキュベーション推進担
当

2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第一係 廃棄

研究・連携
推進課

会計
謝金の関係で5年保存が必要
であると認めるもの

令和元年度謝金事前伺い及び支出申請
総務部教育インキュベーション推進担
当

2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第一係 廃棄

研究・連携
推進課

研究協力 産学連携等に関するもの こどモードハウス活用事業（公募型企画競争）
総務部教育インキュベーション推進担
当

2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第一係 廃棄

研究・連携
推進課

管理・運営
各種委員会の記録に関するも
ので重要なもの

次世代教育研究推進機構運営会議（令和元年度）
総務部教育インキュベーション推進担
当(次世代教育研究推進機構）

2019年度 2020年4月1日 10年 2029年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第一係 廃棄

研究・連携
推進課

管理・運営
各種会議の関係で5年保存が
必要なもの

R1部門代表等会議資料
総務部教育インキュベーション推進担
当(次世代教育研究推進機構）

2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第一係 廃棄

研究・連携
推進課

管理・運営
各種会議の関係で5年保存が
必要なもの

R1次世代教育研究推進機構 会議資料
総務部教育インキュベーション推進担
当(次世代教育研究推進機構）

2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第一係 廃棄

研究・連携
推進課

人事 勤務時間記録簿 令和元年度勤務状況申告書
総務部教育インキュベーション推進担
当(次世代教育研究推進機構）

2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第一係 廃棄

研究・連携
推進課

人事
休暇簿等の給与簿に関するも
の

休暇簿・欠勤簿（令和元年度）
総務部教育インキュベーション推進担
当(次世代教育研究推進機構）

2019年度 2020年4月1日 3年 2022年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第一係 廃棄

研究・連携
推進課

人事
休暇簿等の給与簿に関するも
の

休日勤務許可申請書（令和元年度）
総務部教育インキュベーション推進担
当(次世代教育研究推進機構）

2019年度 2020年4月1日 3年 2022年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第一係 廃棄

研究・連携
推進課

人事 兼業に関するもの 兼業関係（令和元年度）
総務部教育インキュベーション推進担
当(次世代教育研究推進機構）

2019年度 2020年4月1日 兼業終了後3年 2022年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第一係 廃棄

研究・連携
推進課

研究助成
科学研究費補助金の申請等
に関するもの

科研費（雨宮沙織助教）
総務部教育インキュベーション推進担
当(次世代教育研究推進機構）

2019年度 未定 研究終了後5年 未定 紙 事務室 研究・連携推進課連携第一係 廃棄

研究・連携
推進課

研究助成
科学研究費補助金の申請等
に関するもの

科研費（田邊裕子助教）
総務部教育インキュベーション推進担
当(次世代教育研究推進機構）

2019年度 2020年4月1日 研究終了後5年 2024年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第一係 廃棄

研究・連携
推進課

会計 資産台帳 資産台帳（令和元年度）
総務部教育インキュベーション推進担
当(次世代教育研究推進機構）

2019年度 2020年4月1日 無期限 紙 事務室 研究・連携推進課連携第一係 廃棄

研究・連携
推進課

会計 予算配分に関する文書 予算振替（令和元年度）
総務部教育インキュベーション推進担
当(次世代教育研究推進機構）

2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第一係 廃棄

研究・連携
推進課

会計 旅行命令簿 旅費（令和元年度）
総務部教育インキュベーション推進担
当(次世代教育研究推進機構）

2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第一係 廃棄

研究・連携
推進課

会計 旅行命令簿 公務外出（令和元年度）
総務部教育インキュベーション推進担
当(次世代教育研究推進機構）

2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第一係 廃棄

研究・連携
推進課

会計 物品購入依頼書 物品購入（令和元年度）
総務部教育インキュベーション推進担
当(次世代教育研究推進機構）

2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第一係 廃棄

研究・連携
推進課

会計 物品購入依頼書 立替払（令和元年度）
総務部教育インキュベーション推進担
当(次世代教育研究推進機構）

2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第一係 廃棄

研究・連携
推進課

会計 物品購入依頼書 書籍（令和元年度）
総務部教育インキュベーション推進担
当(次世代教育研究推進機構）

2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第一係 廃棄

研究・連携
推進課

会計 物品購入依頼書 業務委託（令和元年度）
総務部教育インキュベーション推進担
当(次世代教育研究推進機構）

2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第一係 廃棄

研究・連携
推進課

会計
謝金の関係で5年保存が必要
であると認めるもの

謝金（令和元年度）
総務部教育インキュベーション推進担
当(次世代教育研究推進機構）

2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第一係 廃棄
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備考

研究・連携
推進課

管理・運営
各種会議の関係で5年保存が
必要なもの

第3回NGEシンポジウム
総務部教育インキュベーション推進担
当(次世代教育研究推進機構）

2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第一係 廃棄

研究・連携
推進課

管理・運営
各種会議の関係で5年保存が
必要なもの

第2回NGEシンポジウム
総務部教育インキュベーション推進担
当(次世代教育研究推進機構）

2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第一係 廃棄

研究・連携
推進課

人事 採用等に関するもの（非常勤） 令和元年度人事関係
総務部教育インキュベーション推進担
当

2019年度 2020年4月1日 3年 2022年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第一係 廃棄

研究・連携
推進課

人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

令和元年度出勤簿及び勤務時間記録簿（非常勤）
総務部教育インキュベーション推進担
当

2019年度 2020年4月1日 無期限 紙 事務室 研究・連携推進課連携第一係 廃棄

研究・連携
推進課

人事 勤務時間記録簿 令和元年度勤務時間記録簿（常勤）
総務部教育インキュベーション推進担
当

2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第一係 廃棄

研究・連携
推進課

人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

令和元年度勤務時間記録簿(非常勤・専任教員）
総務部教育インキュベーション推進担
当

2019年度 2020年4月1日 無期限 紙 事務室 研究・連携推進課連携第一係 廃棄

研究・連携
推進課

人事
休暇簿等の給与簿に関するも
の

令和元年度休暇簿
総務部教育インキュベーション推進担
当

2019年度 2020年1月1日 3年 2022年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第一係 廃棄

研究・連携
推進課

会計 旅行命令簿 令和元年度公務外出
総務部教育インキュベーション推進担
当

2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第一係 廃棄

研究・連携
推進課

管理・運営
各種委員会の記録に関するも
ので重要なもの

次世代教育研究推進機構運営会議（令和2年度） 研究・連携推進課産学連携係 2020年度 2021年4月1日 10年 2030年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第一係 廃棄

研究・連携
推進課

管理・運営
各種会議の関係で5年保存が
必要なもの

R2部門代表等会議資料 研究・連携推進課産学連携係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第一係 廃棄

研究・連携
推進課

人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

令和2年度非常勤講師（専門研究員）出勤簿 研究・連携推進課産学連携係 2020年度 2021年4月1日 無期限 紙 事務室 研究・連携推進課連携第一係 廃棄

研究・連携
推進課

人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

令和2年度非常勤講師（専門研究員）指定表 研究・連携推進課産学連携係 2020年度 2021年4月1日 無期限 紙 事務室 研究・連携推進課連携第一係 廃棄

研究・連携
推進課

人事 勤務時間記録簿 令和2年度勤務状況申告書 研究・連携推進課産学連携係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第一係 廃棄

研究・連携
推進課

人事
休暇簿等の給与簿に関するも
の

休暇簿・欠勤簿（令和2年度） 研究・連携推進課産学連携係 2020年度 2021年4月1日 3年 2023年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第一係 廃棄

研究・連携
推進課

人事
休暇簿等の給与簿に関するも
の

休日勤務許可申請書（令和2年度） 研究・連携推進課産学連携係 2020年度 2021年4月1日 3年 2023年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第一係 廃棄

研究・連携
推進課

人事 兼業に関するもの 兼業関係（令和2年度） 研究・連携推進課産学連携係 2020年度 2021年4月1日 兼業終了後3年 2023年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第一係 廃棄

研究・連携
推進課

会計 資産台帳 資産台帳（令和2年度） 研究・連携推進課産学連携係 2020年度 2021年4月1日 無期限 紙 事務室 研究・連携推進課連携第一係 廃棄

研究・連携
推進課

会計 予算配分に関する文書 予算振替（令和2年度） 研究・連携推進課産学連携係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第一係 廃棄

研究・連携
推進課

会計 旅行命令簿 旅費・用務外出（令和2年度） 研究・連携推進課産学連携係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第一係 廃棄

研究・連携
推進課

会計 物品購入依頼書 物品購入（令和2年度） 研究・連携推進課産学連携係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第一係 廃棄

研究・連携
推進課

会計 物品購入依頼書 立替払（令和2年度） 研究・連携推進課産学連携係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第一係 廃棄

研究・連携
推進課

会計 物品購入依頼書 業務委託（令和2年度） 研究・連携推進課産学連携係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第一係 廃棄

研究・連携
推進課

会計
謝金の関係で5年保存が必要
であると認めるもの

謝金（令和2年度） 研究・連携推進課産学連携係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第一係 廃棄

研究・連携
推進課

管理・運営
各種会議の関係で5年保存が
必要なもの

第4回NGEシンポジウム 研究・連携推進課産学連携係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第一係 廃棄

研究・連携
推進課

会計
OECD拠出金の関係で5年保
存が必要なもの

OECD拠出金関係（令和2年度） 研究・連携推進課産学連携係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第一係 廃棄

研究・連携
推進課

会計
OECD拠出金の関係で5年保
存が必要なもの

OECD拠出金関係（令和元年度）
総務部教育インキュベーション推進担
当(次世代教育研究推進機構）

2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第一係 廃棄

研究・連携
推進課

人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成30年度非常勤講師（専門研究員）指定表
総務部教育インキュベーション推進担
当(次世代教育研究推進機構）

2018年度 2019年4月1日 無期限 紙 事務室 研究・連携推進課連携第一係 廃棄

研究・連携
推進課

人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

令和元年度非常勤講師（専門研究員）出勤簿
総務部教育インキュベーション推進担
当(次世代教育研究推進機構）

2019年度 2020年4月1日 無期限 紙 事務室 研究・連携推進課連携第一係 廃棄

研究・連携
推進課

人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

令和元年度非常勤講師（専門研究員）指定表
総務部教育インキュベーション推進担
当(次世代教育研究推進機構）

2019年度 2020年4月1日 無期限 紙 事務室 研究・連携推進課連携第一係 廃棄

研究・連携
推進課

研究協力 産学連携等に関するもの 共同研究実施報告書（平成28年度～令和2年度） 研究・連携推進課連携第一係 2016年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第一係 廃棄

研究・連携
推進課

研究協力 産学連携等に関するもの 平成26年度共同研究（平成29年度終了分） 研究・連携推進課連携第一係 2014年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第一係 廃棄 ヴィッハート

研究・連携
推進課

研究協力 産学連携等に関するもの 平成26年度共同研究（令和元年度終了分） 研究・連携推進課連携第一係 2014年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第一係 廃棄 角川アスキー

研究・連携
推進課

研究協力 産学連携等に関するもの 平成27年度共同研究（平成29年度終了分） 研究・連携推進課連携第一係 2015年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第一係 廃棄 日本標準、中京テレビ

研究・連携
推進課

研究協力 産学連携等に関するもの 平成28年度共同研究（平成29年度終了分） 研究・連携推進課連携第一係 2016年度 2018年4月1日 5年 2022 紙 事務室 研究・連携推進課連携第一係 廃棄 NHK、エコ建築、野村不動産

研究・連携
推進課

研究協力 産学連携等に関するもの 平成28年度共同研究（平成30年度終了分） 研究・連携推進課連携第一係 2016年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第一係 廃棄 大日本印刷、小平市

研究・連携
推進課

研究協力 産学連携等に関するもの 平成28年度共同研究（令和元年度終了分） 研究・連携推進課連携第一係 2016年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第一係 廃棄 リクルートマーケティング

研究・連携
推進課

研究協力 産学連携等に関するもの 平成29年度共同研究（平成29年度終了分） 研究・連携推進課連携第一係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第一係 廃棄
宇宙航空研究開発機構、アンプロモーション、
毎日放送（他5社）、日本ユニシス

研究・連携
推進課

研究協力 産学連携等に関するもの 平成29年度共同研究（平成30年度終了分） 研究・連携推進課連携第一係 2017年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第一係 廃棄
東京都産業技術センター、小金井市、ベネッ
セ、産業技術総合研究所、大林組

研究・連携
推進課

研究協力 産学連携等に関するもの 平成29年度共同研究（令和元年度終了分） 研究・連携推進課連携第一係 2017年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第一係 廃棄 国立科学博物館、新宿スタジオ

研究・連携
推進課

研究協力 産学連携等に関するもの 平成29年度共同研究令和2年度終了分） 研究・連携推進課連携第一係 2017年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第一係 廃棄 ウェザーニューズ

研究・連携
推進課

研究協力 産学連携等に関するもの 平成30年度共同研究（平成30年度終了分） 研究・連携推進課連携第一係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第一係 廃棄
コカ・コーラ、東京都立産業技術センター、ベ
ネッセ

研究・連携
推進課

研究協力 産学連携等に関するもの 平成30年度共同研究（令和元年度終了分） 研究・連携推進課連携第一係 2018年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第一係 廃棄
光村図書、リクルート、ビーコン、野村不動
産、富士ソフト

研究・連携
推進課

研究協力 産学連携等に関するもの 平成30年度共同研究（令和2年度終了分） 研究・連携推進課連携第一係 2018年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第一係 廃棄 野村不動産ライフ&スポーツ株式会社

研究・連携
推進課

研究協力 産学連携等に関するもの 令和元年度共同研究（令和元年度終了分） 研究・連携推進課連携第一係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第一係 廃棄
東京都立産業技術センター、光村図書、NTT
ドコモ、教育テスト研究センター、量子研、富
士ソフト

研究・連携
推進課

研究協力 産学連携等に関するもの 令和元年度共同研究（令和2年度終了分） 研究・連携推進課連携第一係 2019年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第一係 廃棄 NTTラーニングシステム

研究・連携
推進課

研究協力 産学連携等に関するもの 令和2年度共同研究（令和2年度終了分） 研究・連携推進課連携第一係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第一係 廃棄 フジキン、光村図書

研究・連携
推進課

研究協力 産学連携等に関するもの 共同研究（Dynabook） 研究・連携推進課連携第一係 2015年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第一係 廃棄

研究・連携
推進課

研究協力 産学連携等に関するもの 共同研究（東京都公園協会） 研究・連携推進課連携第一係 2015年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第一係 廃棄

研究・連携
推進課

研究協力 産学連携等に関するもの 共同研究（沖縄美ら島財団） 研究・連携推進課連携第一係 2015年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第一係 廃棄

研究・連携
推進課

研究協力 産学連携等に関するもの 共同研究（土木研究所） 研究・連携推進課連携第一係 2015年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第一係 廃棄

研究・連携
推進課

研究協力 産学連携等に関するもの 共同研究（光村図書出版株式会社） 研究・連携推進課連携第一係 2016年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第一係 廃棄

研究・連携
推進課

研究協力 産学連携等に関するもの 共同研究（イームズラボ） 研究・連携推進課連携第一係 2016年度 2019年4月1日 5年 2023 紙 事務室 研究・連携推進課連携第一係 廃棄

研究・連携
推進課

研究協力 産学連携等に関するもの 共同研究（大日本印刷×日本ユニシス） 研究・連携推進課連携第一係 2016年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第一係 廃棄

研究・連携
推進課

研究協力 産学連携等に関するもの 共同研究（FIREBUG×こども未来×Explayground推進機構）） 研究・連携推進課連携第一係 2016 2022年4月1日 5年 2026 紙 事務室 研究・連携推進課連携第一係 廃棄

研究・連携
推進課

研究協力 産学連携等に関するもの 共同研究（カシオ計算機×こども未来） 研究・連携推進課連携第一係 2016 2022年4月1日 5年 2026 紙 事務室 研究・連携推進課連携第一係 廃棄

研究・連携
推進課

研究協力 産学連携等に関するもの 共同研究（ベネッセ×Classi） 研究・連携推進課連携第一係 2016 2022年4月1日 5年 2026 紙 事務室 研究・連携推進課連携第一係 廃棄

研究・連携
推進課

研究協力 産学連携等に関するもの 共同研究（量子科学技術研究開発機構（荒川先生）） 研究・連携推進課連携第一係 2016 2022年4月1日 5年 2026 紙 事務室 研究・連携推進課連携第一係 廃棄

研究・連携
推進課

研究協力 産学連携等に関するもの 共同研究（ヴィットハート×おもちゃ王国×こども未来） 研究・連携推進課連携第一係 2016 2022年4月1日 5年 2026 紙 事務室 研究・連携推進課連携第一係 廃棄

研究・連携
推進課

研究協力 産学連携等に関するもの 共同研究（博報堂×こども未来） 研究・連携推進課連携第一係 2016 2022年4月1日 5年 2026 紙 事務室 研究・連携推進課連携第一係 廃棄

研究・連携
推進課

研究協力 産学連携等に関するもの 共同研究（日本郵政株式会社） 研究・連携推進課連携第一係 2016 2022年4月1日 5年 2026 紙 事務室 研究・連携推進課連携第一係 廃棄

研究・連携
推進課

研究協力 産学連携等に関するもの 共同研究（株式会社エクサウィザーズ） 研究・連携推進課連携第一係 2017年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第一係 廃棄
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研究・連携
推進課

研究協力 産学連携等に関するもの 共同研究（情報通信研究機構） 研究・連携推進課連携第一係 2017 2021年4月1日 5年 2025 紙 事務室 研究・連携推進課連携第一係 廃棄

研究・連携
推進課

研究協力 産学連携等に関するもの 共同研究（株式会社JTB（森本先生）） 研究・連携推進課連携第一係 2017 2022年4月1日 5年 2026 紙 事務室 研究・連携推進課連携第一係 廃棄

研究・連携
推進課

研究協力 産学連携等に関するもの 共同研究（量子科学技術研究開発機構（吉富先生）） 研究・連携推進課連携第一係 2017年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第一係 廃棄

研究・連携
推進課

研究協力 産学連携等に関するもの 共同研究（大日本図書） 研究・連携推進課連携第一係 2018年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第一係 廃棄

研究・連携
推進課

研究協力 産学連携等に関するもの 共同研究（日本データパシフィック） 研究・連携推進課連携第一係 2018年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第一係 廃棄

研究・連携
推進課

研究協力 産学連携等に関するもの 共同研究（ファンファンラーニング×ミントフラッグ×こども未来） 研究・連携推進課連携第一係 2018年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第一係 廃棄

研究・連携
推進課

研究協力 産学連携等に関するもの 共同研究（新宿スタジオ） 研究・連携推進課連携第一係 2018年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第一係 廃棄

研究・連携
推進課

研究協力 産学連携等に関するもの 共同研究（LessonStudyAlliance） 研究・連携推進課連携第一係 2018年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第一係 廃棄

研究・連携
推進課

研究協力 産学連携等に関するもの 共同研究（東京都立産業技術研究センター（大谷先生）） 研究・連携推進課連携第一係 2018年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第一係 廃棄

研究・連携
推進課

研究協力 産学連携等に関するもの
共同研究（パソナフォスター×こども未来×Explayground推進機
構）

研究・連携推進課連携第一係 2018年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第一係 廃棄

研究・連携
推進課

研究協力 産学連携等に関するもの 共同研究（NHKエデュケーショナル） 研究・連携推進課連携第一係 2019年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第一係 廃棄

研究・連携
推進課

研究協力 産学連携等に関するもの 共同研究（野村不動産ライフ&スポーツ株式会社） 研究・連携推進課連携第一係 2019年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第一係 廃棄

研究・連携
推進課

研究協力 産学連携等に関するもの 共同研究（日本能率協会） 研究・連携推進課連携第一係 2019年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第一係 廃棄

研究・連携
推進課

研究協力 産学連携等に関するもの 共同研究（ノヴィータ×Explayground推進機構） 研究・連携推進課連携第一係 2019年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第一係 廃棄

研究・連携
推進課

研究協力 産学連携等に関するもの 共同研究（アルー株式会社） 研究・連携推進課連携第一係 2019年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第一係 廃棄

研究・連携
推進課

研究協力 産学連携等に関するもの 共同研究（株式会社日立製作所） 研究・連携推進課連携第一係 2019年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第一係 廃棄

研究・連携
推進課

研究協力 産学連携等に関するもの 共同研究（朝日新聞×こども未来） 研究・連携推進課連携第一係 2019年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第一係 廃棄

研究・連携
推進課

研究協力 産学連携等に関するもの 共同研究（エプソン販売株式会社） 研究・連携推進課連携第一係 2019年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第一係 廃棄

研究・連携
推進課

研究協力 産学連携等に関するもの 共同研究（教育同人社） 研究・連携推進課連携第一係 2019年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第一係 廃棄

研究・連携
推進課

研究協力 産学連携等に関するもの 共同研究（日本ユニシス株式会社） 研究・連携推進課連携第一係 2019年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第一係 廃棄

研究・連携
推進課

研究協力 産学連携等に関するもの 共同研究（ブリタニカ・ジャパン株式会社） 研究・連携推進課連携第一係 2019年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第一係 廃棄

研究・連携
推進課

研究協力 産学連携等に関するもの 共同研究（ヤマハ株式会社） 研究・連携推進課連携第一係 2019年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第一係 廃棄

研究・連携
推進課

研究協力 産学連携等に関するもの 共同研究（株式会社マモル） 研究・連携推進課連携第一係 2019年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第一係 廃棄

研究・連携
推進課

研究協力 産学連携等に関するもの 共同研究（チエル株式会社） 研究・連携推進課連携第一係 2019年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第一係 廃棄

研究・連携
推進課

研究協力 産学連携等に関するもの 受託事業（BarbaraPool） 研究・連携推進課連携第一係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第一係 廃棄

研究・連携
推進課

研究協力 産学連携等に関するもの 共同研究（東京ソフトウェア株式会社） 研究・連携推進課連携第一係 2020年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第一係 廃棄

研究・連携
推進課

研究協力 産学連携等に関するもの 共同研究（ニチイ学館×立正大学） 研究・連携推進課連携第一係 2020年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第一係 廃棄

研究・連携
推進課

研究協力 産学連携等に関するもの 共同研究（大日本印刷） 研究・連携推進課連携第一係 2020年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第一係 廃棄

研究・連携
推進課

研究協力 産学連携等に関するもの 共同研究（Swimmy株式会社） 研究・連携推進課連携第一係 2020年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第一係 廃棄

研究・連携
推進課

管理・運営
各種委員会の記録に関するも
ので重要なもの

HATOプロジェクトに関する協定書 総務部教育連携担当 2012年度 2013年4月1日
補助事業期間終
了後10年

2022年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第二係 廃棄

研究・連携
推進課

人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成25年度　出勤簿及び勤務時間管理簿（非常勤） IR部門（学務部教育企画課） 2013年度 2014年4月1日 無期限 紙 事務室 研究・連携推進課連携第二係 廃棄

研究・連携
推進課

管理・運営 HATOプロジェクト広報誌 平成25年度　HATO広報誌 （保存用） 総務部教育連携担当 2013年度 2014年4月1日 無期限 紙 事務室 研究・連携推進課連携第二係 廃棄

研究・連携
推進課

管理・運営
各種委員会の記録に関するも
ので重要なもの

平成25年度　HATO　機構会議等 総務部教育連携担当 2013年度 2014年4月1日
補助事業期間終
了後10年

2023年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第二係 廃棄

研究・連携
推進課

管理・運営
各種委員会の記録に関するも
ので重要なもの

平成25年度教員養成開発連携センター運営委員会 総務部教育連携担当 2013年度 2014年4月1日
補助事業期間終
了後10年

2023年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第二係 廃棄

研究・連携
推進課

会計 資産台帳 HATOセンター備品一覧 総務部教育連携担当 2013年度 2014年4月1日 無期限 紙 事務室 研究・連携推進課連携第二係 廃棄

研究・連携
推進課

管理・運営
各種委員会の記録に関するも
ので重要なもの

平成25年度　各部門・プロジェクト年次報告書 総務部教育連携担当 2013年度 2014年4月1日
補助事業期間終
了後10年

2023年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第二係 廃棄

研究・連携
推進課

管理・運営
各種委員会の記録に関するも
ので重要なもの

平成26年度IR部門会議 IR部門（学務部教育企画課） 2014年度 2015年4月1日
補助事業期間終
了後10年

2024年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第二係 廃棄

研究・連携
推進課

管理・運営
各種委員会の記録に関するも
ので重要なもの

平成26年度IRプロジェクトチーム会議 IR部門（学務部教育企画課） 2014年度 2015年4月1日
補助事業期間終
了後10年

2024年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第二係 廃棄

研究・連携
推進課

人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成26年度　出勤簿及び勤務時間管理簿（非常勤） IR部門（学務部教育企画課） 2014年度 2015年4月1日 無期限 紙 事務室 研究・連携推進課連携第二係 廃棄

研究・連携
推進課

管理・運営 HATOプロジェクト広報誌 平成26年度　HATO広報誌 （保存用） 総務部教育連携担当 2014年度 2015年4月1日 無期限 紙 事務室 研究・連携推進課連携第二係 廃棄

研究・連携
推進課

管理・運営
各種委員会の記録に関するも
ので重要なもの

平成26年度　HATO　機構会議等 総務部教育連携担当 2014年度 2015年4月1日
補助事業期間終
了後10年

2024年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第二係 廃棄

研究・連携
推進課

管理・運営
各種委員会の記録に関するも
ので重要なもの

平成26年度教員養成開発連携センター運営委員会 総務部教育連携担当 2014年度 2015年4月1日
補助事業期間終
了後10年

2024年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第二係 廃棄

研究・連携
推進課

管理・運営
各種委員会の記録に関するも
ので重要なもの

平成26年度　センター長会議 総務部教育連携担当 2014年度 2015年4月1日
補助事業期間終
了後10年

2024年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第二係 廃棄

研究・連携
推進課

管理・運営
各種委員会の記録に関するも
ので重要なもの

平成26年度　HATOシンポジウム 総務部教育連携担当 2014年度 2015年4月1日
補助事業期間終
了後10年

2024年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第二係 廃棄

研究・連携
推進課

管理・運営
各種委員会の記録に関するも
ので重要なもの

平成26年度　各部門・プロジェクト年次報告書 総務部教育連携担当 2014年度 2015年4月1日
補助事業期間終
了後10年

2024年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第二係 廃棄

研究・連携
推進課

人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成26年度　出勤簿及び勤務時間管理簿（非常勤） 総務部教育連携担当 2014年度 2015年4月1日 無期限 紙 事務室 研究・連携推進課連携第二係 廃棄

研究・連携
推進課

管理・運営
各種委員会の記録に関するも
ので重要なもの

教員養成開発連携機構　機構会議及び運営会議　平成26年度 総務部総務課 2014年度 2015年4月1日
補助事業期間終
了後10年

2024年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第二係 廃棄

研究・連携
推進課

管理・運営
各種委員会の記録に関するも
ので重要なもの

平成27年度IR部門会議 IR部門（学務部教育企画課） 2015年度 2016年4月1日
補助事業期間終
了後10年

2025年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第二係 廃棄

研究・連携
推進課

人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成27年度　出勤簿及び勤務時間管理簿（非常勤） IR部門（学務部教育企画課） 2015年度 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 研究・連携推進課連携第二係 廃棄

研究・連携
推進課

管理・運営 HATOプロジェクト広報誌 平成27年度　HATO広報誌 （保存用） 総務部教育連携担当 2015年度 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 研究・連携推進課連携第二係 廃棄

研究・連携
推進課

管理・運営
各種委員会の記録に関するも
ので重要なもの

平成27年度　HATO　機構会議等 総務部教育連携担当 2015年度 2016年4月1日
補助事業期間終
了後10年

2025年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第二係 廃棄

研究・連携
推進課

管理・運営
各種委員会の記録に関するも
ので重要なもの

平成27年度教員養成開発連携センター運営委員会 総務部教育連携担当 2015年度 2016年4月1日
補助事業期間終
了後10年

2025年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第二係 廃棄

研究・連携
推進課

管理・運営
各種委員会の記録に関するも
ので重要なもの

平成27年度　センター長会議 総務部教育連携担当 2015年度 2016年4月1日
補助事業期間終
了後10年

2025年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第二係 廃棄

研究・連携
推進課

人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成27年度　出勤簿及び勤務時間管理簿（非常勤） 総務部教育連携担当 2015年度 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 研究・連携推進課連携第二係 廃棄

研究・連携
推進課

人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成27年度　勤務時間記録簿（非・専） 総務部教育連携担当 2015年度 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 研究・連携推進課連携第二係 廃棄

研究・連携
推進課

管理・運営
各種委員会の記録に関するも
ので重要なもの

HATO四大学単位互換に関する協定書 総務部教育連携担当 2015年度 2016年4月1日
補助事業期間終
了後10年

2025年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第二係 廃棄

研究・連携
推進課

管理・運営
各種委員会の記録に関するも
ので重要なもの

平成28年度IR部門会議 IR部門（学務部教育企画課） 2016年度 2017年4月1日
補助事業期間終
了後10年

2026年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第二係 廃棄

研究・連携
推進課

管理・運営
各種委員会の記録に関するも
ので重要なもの

平成28年度IRプロジェクトチーム会議 IR部門（学務部教育企画課） 2016年度 2017年4月1日
補助事業期間終
了後10年

2026年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第二係 廃棄

研究・連携
推進課

人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成28年度　出勤簿及び勤務時間管理簿（非常勤） IR部門（学務部教育企画課） 2016年度 2017年4月1日 無期限 紙 事務室 研究・連携推進課連携第二係 廃棄

研究・連携
推進課

管理・運営 HATOプロジェクト広報誌 平成28年度　HATO広報誌 （保存用） 総務部教育連携担当 2016年度 2017年4月1日 無期限 紙 事務室 研究・連携推進課連携第二係 廃棄

研究・連携
推進課

管理・運営
各種委員会の記録に関するも
ので重要なもの

平成28年度　HATO　機構会議等 総務部教育連携担当 2016年度 2017年4月1日
補助事業期間終
了後10年

2026年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第二係 廃棄

157/190



法人文書ファイル管理簿データ（全学）

部局名 １）大分類 ２）中分類 ３）小分類（法人文書ファイル名） ４）作成・取得者
５）作成・取得年度
等

６）起算日 ７）保存期間
８）保存期間
    満了時期

９）媒体の種別 10）保存場所 11）管理担当課・係
12)保存期間満
了時の措置

備考

研究・連携
推進課

管理・運営
各種委員会の記録に関するも
ので重要なもの

平成28年度教員養成開発連携センター運営委員会 総務部教育連携担当 2016年度 2017年4月1日
補助事業期間終
了後10年

2026年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第二係 廃棄

研究・連携
推進課

管理・運営
各種委員会の記録に関するも
ので重要なもの

平成28年度　センター長会議 総務部教育連携担当 2016年度 2017年4月1日
補助事業期間終
了後10年

2026年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第二係 廃棄

研究・連携
推進課

人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成28年度　出勤簿及び勤務時間管理簿（非常勤） 総務部教育連携担当 2016年度 2017年4月1日 無期限 紙 事務室 研究・連携推進課連携第二係 廃棄

研究・連携
推進課

人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成28年度　勤務時間記録簿（非・専） 総務部教育連携担当 2016年度 2017年4月1日 無期限 紙 事務室 研究・連携推進課連携第二係 廃棄

研究・連携
推進課

管理・運営
各種委員会の記録に関するも
ので重要なもの

平成28年度　HATOプロジェクト関係
放射線教育PJ（学系支援課自然科学
系事務係）

2016年度 2017年4月1日
補助事業期間終
了後10年

2026年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第二係 廃棄

研究・連携
推進課

管理・運営
各種委員会の記録に関するも
ので重要なもの

平成29年度教員養成開発連携センター運営委員会 総務部教育連携担当 2017年度 2018年4月1日
補助事業期間終
了後10年

2027年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第二係 廃棄

研究・連携
推進課

管理・運営 HATOプロジェクト広報関係 平成29年度　HATO　広報関係 総務部教育連携担当 2017年度 2018年4月1日
補助事業期間終
了後5年

2022年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第二係 廃棄

研究・連携
推進課

管理・運営
各種委員会の記録に関するも
ので重要なもの

平成29年度　センター長会議 総務部教育連携担当 2017年度 2018年4月1日
補助事業期間終
了後10年

2027年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第二係 廃棄

研究・連携
推進課

管理・運営
文書管理の関係で5年保存が
必要であると認めるもの

平成29年度　文書件名簿 総務部教育連携担当 2017年度 2018年4月1日
補助事業期間終
了後5年

2022年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第二係 廃棄

研究・連携
推進課

人事 勤務時間記録簿 平成29年度　出勤簿及び勤務時間管理簿（常勤） 総務部教育連携担当 2017年度 2018年4月1日
補助事業期間終
了後5年

2022年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第二係 廃棄

研究・連携
推進課

人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成29年度　出勤簿及び勤務時間管理簿（非常勤） 総務部教育連携担当 2017年度 2018年4月1日 無期限 紙 事務室 研究・連携推進課連携第二係 廃棄

研究・連携
推進課

会計
振替伝票（財務会計支払関
係）綴

平成29年度　国立大学改革強化推進補助金 総務部教育連携担当 2017年度 2018年4月1日
補助事業期間終
了後5年

2022年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第二係 廃棄

研究・連携
推進課

会計
振替伝票（財務会計支払関
係）綴

平成29年度　HATOプロジェクト　学内負担 総務部教育連携担当 2017年度 2018年4月1日
補助事業期間終
了後5年

2022年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第二係 廃棄

研究・連携
推進課

会計 旅行命令簿 平成29年度　国立大学改革強化推進補助金 総務部教育連携担当 2017年度 2018年4月1日
補助事業期間終
了後5年

2022年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第二係 廃棄

研究・連携
推進課

会計 旅行命令簿 平成29年度　HATOプロジェクト　学内負担 総務部教育連携担当 2017年度 2018年4月1日
補助事業期間終
了後5年

2022年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第二係 廃棄

研究・連携
推進課

会計 物品購入依頼書 平成29年度　国立大学改革強化推進補助金 総務部教育連携担当 2017年度 2018年4月1日
補助事業期間終
了後5年

2022年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第二係 廃棄

研究・連携
推進課

会計 物品購入依頼書 平成29年度　HATOプロジェクト　学内負担 総務部教育連携担当 2017年度 2018年4月1日
補助事業期間終
了後5年

2022年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第二係 廃棄

研究・連携
推進課

会計
会計の関係で5年保存が必要
であると認めるもの

平成29年度　国立大学改革強化推進補助金 総務部教育連携担当 2017年度 2018年4月1日
補助事業期間終
了後5年

2022年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第二係 廃棄

研究・連携
推進課

会計
会計の関係で5年保存が必要
であると認めるもの

平成29年度　HATOプロジェクト　学内負担 総務部教育連携担当 2017年度 2018年4月1日
補助事業期間終
了後5年

2022年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第二係 廃棄

研究・連携
推進課

人事 勤務時間報告書 平成29年度　勤務時間報告書 総務部教育連携担当 2017年度 2018年4月1日
補助事業期間終
了後5年

2022年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第二係 廃棄

研究・連携
推進課

会計 科学研究費補助金収支簿 平成29年度　科学研究費補助金収支簿 総務部教育連携担当 2017年度 2018年4月1日
補助事業期間終
了後5年

2022年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第二係 廃棄

研究・連携
推進課

人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成29年度　勤務時間記録簿（非・専） 総務部教育連携担当 2017年度 2018年4月1日 無期限 紙 事務室 研究・連携推進課連携第二係 廃棄

研究・連携
推進課

管理・運営
各種委員会の記録に関するも
ので重要なもの

平成29年度IR部門会議 IR部門（学務部教育企画課） 2017年度 2018年4月1日
補助事業期間終
了後10年

2027年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第二係 廃棄

研究・連携
推進課

人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成29年度　出勤簿及び勤務時間管理簿（非常勤） IR部門（学務部教育企画課） 2017年度 2018年4月1日 無期限 紙 事務室 研究・連携推進課連携第二係 廃棄

研究・連携
推進課

会計 資産台帳 資産台帳 附属学校間連携PJ（附属学校課） 2013年度 2014年4月1日 無期限 紙 事務室 研究・連携推進課連携第二係 廃棄

研究・連携
推進課

会計 資産台帳 資産台帳 附属学校間連携PJ（附属学校課） 2014年度 2015年4月1日 無期限 紙 事務室 研究・連携推進課連携第二係 廃棄

研究・連携
推進課

会計 資産台帳 資産台帳 附属学校間連携PJ（附属学校課） 2016年度 2017年4月1日 無期限 紙 事務室 研究・連携推進課連携第二係 廃棄

研究・連携
推進課

人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成28年度　勤務時間管理簿（非常勤） 附属学校間連携PJ（附属学校課） 2016年度 2017年4月1日 無期限 紙 事務室 研究・連携推進課連携第二係 廃棄

研究・連携
推進課

管理・運営
各種委員会の記録に関するも
ので重要なもの

平成29年度 附属学校間連携プロジェクト 附属学校間連携PJ（附属学校課） 2017年度 2018年4月1日 10年 2027年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第二係 廃棄

研究・連携
推進課

人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成29年度　勤務時間管理簿（非常勤） 附属学校間連携PJ（附属学校課） 2017年度 2018年4月1日 無期限 紙 事務室 研究・連携推進課連携第二係 廃棄

研究・連携
推進課

会計
予算（追加）配分要求書に関
する決裁文書

平成29年度　予算要求関係
放射線教育PJ（学系支援課自然科学
系事務係）

2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第二係 廃棄

研究・連携
推進課

会計 予算（追加）配分通知書 平成29年度　予算配分に関する文書
放射線教育PJ（学系支援課自然科学
系事務係）

2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第二係 廃棄

研究・連携
推進課

管理・運営
各種委員会の記録に関するも
ので重要なもの

平成29年度　HATOプロジェクト関係
放射線教育PJ（学系支援課自然科学
系事務係）

2017年度 2018年4月1日
補助事業期間終
了後10年

2027年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第二係 廃棄

研究・連携
推進課

管理・運営
各種委員会の記録に関するも
ので重要なもの

平成30年度　教員養成開発連携機構会議及び運営会議
総務部教育インキュベーション推進担
当（HATO）

2018年度 2019年4月1日 10年 2028年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第二係 廃棄

研究・連携
推進課

管理・運営
各種委員会の記録に関するも
ので重要なもの

平成30年度　センター長会議
総務部教育インキュベーション推進担
当（HATO）

2018年度 2019年4月1日 10年 2028年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第二係 廃棄

研究・連携
推進課

管理・運営
各種委員会の記録に関するも
ので重要なもの

平成30年度　教員養成開発連携センター運営委員会
総務部教育インキュベーション推進担
当（HATO）

2018年度 2019年4月1日 10年 2028年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第二係 廃棄

研究・連携
推進課

管理・運営 各種委員会に関するもの 平成30年度　研修・交流支援部門
総務部教育インキュベーション推進担
当（HATO）

2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第二係 廃棄

研究・連携
推進課

管理・運営
各種委員会の記録に関するも
ので重要なもの

平成30年度　附属学校間連携プロジェクト
総務部教育インキュベーション推進担
当（HATO）

2018年度 2019年4月1日 10年 2028年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第二係 廃棄

研究・連携
推進課

管理・運営 各種委員会に関するもの 平成30年度　放射線教育プロジェクト
総務部教育インキュベーション推進担
当（HATO）

2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第二係 廃棄

研究・連携
推進課

人事 勤務時間記録簿 平成30年度　出勤簿及び勤務時間管理簿（常勤）
総務部教育インキュベーション推進担
当（HATO）

2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第二係 廃棄

研究・連携
推進課

人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成30年度　出勤簿及び勤務時間管理簿（非常勤）
総務部教育インキュベーション推進担
当（HATO）

2018年度 2019年4月1日 無期限 紙 事務室 研究・連携推進課連携第二係 廃棄

研究・連携
推進課

会計 旅行命令簿 平成30年度　公務外出
総務部教育インキュベーション推進担
当（HATO）

2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第二係 廃棄

研究・連携
推進課

会計 旅行命令簿 平成30年度　旅費
総務部教育インキュベーション推進担
当（HATO）

2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第二係 廃棄

研究・連携
推進課

会計
謝金の関係で5年保存が必要
であると認めるもの

平成30年度　謝金
総務部教育インキュベーション推進担
当（HATO）

2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第二係 廃棄

研究・連携
推進課

会計 物品購入依頼書 平成30年度　購入依頼書
総務部教育インキュベーション推進担
当（HATO）

2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第二係 廃棄

研究・連携
推進課

人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成27年度勤務時間記録簿(非常勤） 総務部児童生徒支援連携担当 2015年度 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 研究・連携推進課連携第二係 廃棄

研究・連携
推進課

会計 資産台帳 平成27年度資産台帳 総務部児童生徒支援連携担当 2015年度 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 研究・連携推進課連携第二係 廃棄

研究・連携
推進課

人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成28年度勤務時間記録簿(非常勤） 総務部児童生徒支援連携担当 2016年度 2017年4月1日 無期限 紙 事務室 研究・連携推進課連携第二係 廃棄

研究・連携
推進課

会計 資産台帳 平成28年度資産台帳 総務部児童生徒支援連携担当 2016年度 2017年4月1日 無期限 紙 事務室 研究・連携推進課連携第二係 廃棄

研究・連携
推進課

管理・運営 各種委員会に関するもの 平成29年度パッケージ型支援プロジェクト推進委員会資料 総務部児童生徒支援連携担当 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末
電子:共有サー
バー内

事務室 研究・連携推進課連携第二係 廃棄

研究・連携
推進課

管理・運営
文書管理の関係で5年保存が
必要であると認めるもの

平成29年度文書管理台帳 総務部児童生徒支援連携担当 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第二係 廃棄

研究・連携
推進課

人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成29年度勤務時間記録簿(非常勤） 総務部児童生徒支援連携担当 2017年度 2018年4月1日 無期限 紙 事務室 研究・連携推進課連携第二係 廃棄

研究・連携
推進課

人事 勤務時間記録簿 平成29年度勤務時間記録簿（常勤） 総務部児童生徒支援連携担当 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第二係 廃棄

研究・連携
推進課

人事 勤務時間記録簿 平成29年度勤務状況申告書（専任教員） 総務部児童生徒支援連携担当 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第二係 廃棄

研究・連携
推進課

会計 資産台帳 平成29年度資産台帳 総務部児童生徒支援連携担当 2017年度 2018年4月1日 無期限 紙 事務室 研究・連携推進課連携第二係 廃棄

研究・連携
推進課

会計 旅行命令簿 平成29年度旅行命令伺い 総務部児童生徒支援連携担当 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第二係 廃棄

研究・連携
推進課

会計 旅費の請求に係る添付書類 平成29年度旅行命令伺い（添付書類） 総務部児童生徒支援連携担当 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第二係 廃棄

研究・連携
推進課

会計 物品購入依頼書 平成29年度購入依頼書 総務部児童生徒支援連携担当 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第二係 廃棄

研究・連携
推進課

会計
謝金の関係で5年保存が必要
であると認めるもの

平成29年度謝金事前伺い及び支出申請 総務部児童生徒支援連携担当 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第二係 廃棄

研究・連携
推進課

会計 出張に関するもの 平成29年度公務外出乗車券立替払とりまとめ請求書 総務部児童生徒支援連携担当 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第二係 廃棄

研究・連携
推進課

管理・運営 各種委員会に関するもの 平成30年度パッケージ型支援プロジェクト推進委員会資料
総務部教育インキュベーション推進担
当(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型支援ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ）

2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末
電子:共有サー
バー内

事務室 研究・連携推進課連携第二係 廃棄
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法人文書ファイル管理簿データ（全学）

部局名 １）大分類 ２）中分類 ３）小分類（法人文書ファイル名） ４）作成・取得者
５）作成・取得年度
等

６）起算日 ７）保存期間
８）保存期間
    満了時期

９）媒体の種別 10）保存場所 11）管理担当課・係
12)保存期間満
了時の措置

備考

研究・連携
推進課

管理・運営
文書管理の関係で5年保存が
必要であると認めるもの

平成30年度文書管理台帳
総務部教育インキュベーション推進担
当(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型支援ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ）

2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第二係 廃棄

研究・連携
推進課

人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成30年度勤務時間記録簿(非常勤）
総務部教育インキュベーション推進担
当(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型支援ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ）

2018年度 2019年4月1日 無期限 紙 事務室 研究・連携推進課連携第二係 廃棄

研究・連携
推進課

人事 勤務時間記録簿 平成30年度勤務状況申告書（専任教員）
総務部教育インキュベーション推進担
当(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型支援ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ）

2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第二係 廃棄

研究・連携
推進課

会計 資産台帳 平成30年度資産台帳
総務部教育インキュベーション推進担
当(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型支援ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ）

2018年度 2019年4月1日 無期限 紙 事務室 研究・連携推進課連携第二係 廃棄

研究・連携
推進課

会計 旅行命令簿 平成30年度旅行命令伺い
総務部教育インキュベーション推進担
当(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型支援ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ）

2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第二係 廃棄

研究・連携
推進課

会計 旅費の請求に係る添付書類 平成30年度旅行命令伺い（添付書類）
総務部教育インキュベーション推進担
当(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型支援ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ）

2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第二係 廃棄

研究・連携
推進課

会計 物品購入依頼書 平成30年度購入依頼書
総務部教育インキュベーション推進担
当(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型支援ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ）

2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第二係 廃棄

研究・連携
推進課

会計
謝金の関係で5年保存が必要
であると認めるもの

平成30年度謝金事前伺い及び支出申請
総務部教育インキュベーション推進担
当(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型支援ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ）

2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第二係 廃棄

研究・連携
推進課

会計 出張に関するもの 平成30年度公務外出乗車券立替払とりまとめ請求書
総務部教育インキュベーション推進担
当(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型支援ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ）

2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第二係 廃棄

研究・連携
推進課

管理・運営
各種委員会の記録に関するも
ので重要なもの

令和元年度教員養成開発連携機構会議及び運営会議
総務部教育インキュベーション推進担
当

2019年度 2020年4月1日 10年 2029年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第二係 廃棄

研究・連携
推進課

管理・運営
各種委員会の記録に関するも
ので重要なもの

令和元年度センター長会議
総務部教育インキュベーション推進担
当

2019年度 2020年4月1日 10年 2029年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第二係 廃棄

研究・連携
推進課

管理・運営
各種委員会の記録に関するも
ので重要なもの

令和元年度教員養成開発連携センター運営委員会
総務部教育インキュベーション推進担
当

2019年度 2020年4月1日 10年 2029年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第二係 廃棄

研究・連携
推進課

管理・運営 各種委員会に関するもの 研修・交流支援部門
総務部教育インキュベーション推進担
当

2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第二係 廃棄

研究・連携
推進課

人事
休暇簿等の給与簿に関するも
の

令和元年度　休暇簿
総務部教育インキュベーション推進担
当（HATO）

2019年度 2020年4月1日 3年 2022年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第二係 廃棄

研究・連携
推進課

会計 旅行命令簿 令和元年度　公務外出
総務部教育インキュベーション推進担
当（HATO）

2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第二係 廃棄

研究・連携
推進課

会計 旅行命令簿 令和元年度　旅行命令伺い
総務部教育インキュベーション推進担
当（HATO）

2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第二係 廃棄

研究・連携
推進課

会計
謝金の関係で5年保存が必要
であると認めるもの

令和元年度　謝金
総務部教育インキュベーション推進担
当（HATO）

2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第二係 廃棄

研究・連携
推進課

会計 物品購入依頼書 令和元年度　購入依頼書
総務部教育インキュベーション推進担
当（HATO）

2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第二係 廃棄

研究・連携
推進課

管理・運営 各種委員会に関するもの 令和元年度パッケージ型支援プロジェクト推進委員会資料
総務部教育インキュベーション推進担
当

2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末
電子:共有サー
バー内

事務室 研究・連携推進課連携第二係 廃棄

研究・連携
推進課

管理・運営
各種委員会の記録に関するも
ので重要なもの

令和2年度HATO会議
研究・連携推進課産学連携係
（HATO）

2020年度 2021年4月1日 10年 2030年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第二係 廃棄
教員養成開発連携機構,機構会議及び運営会
議,センター長会議,センター運営会議,各プロ
ジェクト会議をまとめた

研究・連携
推進課

人事
休暇簿等の給与簿に関するも
の

令和2年度　休暇簿
研究・連携推進課産学連携係
（HATO）

2020年度 2021年4月1日 3年 2023年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第二係 廃棄

研究・連携
推進課

会計 物品購入依頼書 令和2年度　購入依頼書
研究・連携推進課産学連携係
（HATO）

2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第二係 廃棄

研究・連携
推進課

会計 旅行命令簿 令和2年度　旅行命令伺
研究・連携推進課産学連携係
（HATO）

2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第二係 廃棄

研究・連携
推進課

会計
謝金の関係で5年保存が必要
であると認めるもの

令和2年度　謝金
研究・連携推進課産学連携係
（HATO）

2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第二係 廃棄

研究・連携
推進課

人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

令和２年度勤務時間記録簿（非常勤）
研究・連携推進課産学連携係
（HATO）

2020年度 2021年4月1日 無期限 紙 事務室 研究・連携推進課連携第二係 廃棄

研究・連携
推進課

会計 物品購入依頼書 令和2年度　購入依頼書
研究・連携推進課産学連携係
（CCSS)

2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第二係 廃棄

研究・連携
推進課

管理・運営
各種委員会の記録に関するも
ので重要なもの

令和2年度CCSS会議資料
研究・連携推進課産学連携係
（CCSS)

2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末
電子:共有サー
バー内

事務室 研究・連携推進課連携第二係 廃棄

研究・連携
推進課

人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

令和２年度勤務時間記録簿（非常勤・専任教員）
研究・連携推進課産学連携係
（CCSS)

2020年度 2021年4月1日 無期限 紙 事務室 研究・連携推進課連携第二係 廃棄

研究・連携
推進課

人事
休暇簿等の給与簿に関するも
の

令和2年度　休暇簿
研究・連携推進課産学連携係
（CCSS)

2020年度 2021年4月1日 3年 2023年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第二係 廃棄

研究・連携
推進課

会計 旅行命令簿 令和2年度　用務外出
研究・連携推進課産学連携係
（CCSS)

2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第二係 廃棄

研究・連携
推進課

会計 旅行命令簿 令和2年度　旅費
研究・連携推進課産学連携係
（CCSS)

2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第二係 廃棄

研究・連携
推進課

会計
謝金の関係で5年保存が必要
であると認めるもの

令和2年度　謝金
研究・連携推進課産学連携係
（CCSS)

2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第二係 廃棄

研究・連携
推進課

管理・運営
文書管理の関係で5年保存が
必要であると認めるもの

令和2年度文書管理台帳
研究・連携推進課産学連携係
（CCSS）

2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第二係 廃棄

研究・連携
推進課

管理・運営 各種委員会に関するもの 令和元年度パッケージ型支援プロジェクト推進委員会資料
総務部教育インキュベーション推進担
当(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型支援ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ）

2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末
電子:共有サー
バー内

事務室 研究・連携推進課連携第二係 廃棄

研究・連携
推進課

管理・運営
文書管理の関係で5年保存が
必要であると認めるもの

令和元年度文書管理台帳
総務部教育インキュベーション推進担
当(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型支援ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ）

2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第二係 廃棄

研究・連携
推進課

人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

令和元年度勤務時間記録簿(非常勤）
総務部教育インキュベーション推進担
当(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型支援ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ）

2019年度 2020年4月1日 無期限 紙 事務室 研究・連携推進課連携第二係 廃棄

研究・連携
推進課

人事 勤務時間記録簿 令和元年度勤務状況申告書（専任教員）
総務部教育インキュベーション推進担
当(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型支援ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ）

2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第二係 廃棄

研究・連携
推進課

人事
休暇簿等の給与簿に関するも
の

令和元年度休暇簿（非常勤）
総務部教育インキュベーション推進担
当(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型支援ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ）

2019年度 2020年4月1日 3年 2022年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第二係 廃棄

研究・連携
推進課

会計 資産台帳 令和元年度資産台帳
総務部教育インキュベーション推進担
当(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型支援ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ）

2019年度 2020年4月1日 無期限 紙 事務室 研究・連携推進課連携第二係 廃棄

研究・連携
推進課

会計 旅行命令簿 令和元年度旅行命令伺い
総務部教育インキュベーション推進担
当(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型支援ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ）

2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第二係 廃棄

研究・連携
推進課

会計 旅費の請求に係る添付書類 令和元年度旅行命令伺い（添付書類）
総務部教育インキュベーション推進担
当(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型支援ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ）

2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第二係 廃棄

研究・連携
推進課

会計 物品購入依頼書 令和元年度購入依頼書
総務部教育インキュベーション推進担
当(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型支援ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ）

2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第二係 廃棄

研究・連携
推進課

会計
謝金の関係で5年保存が必要
であると認めるもの

令和元年度謝金事前伺い及び支出申請
総務部教育インキュベーション推進担
当(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型支援ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ）

2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第二係 廃棄

研究・連携
推進課

会計 出張に関するもの 令和元年度公務外出乗車券立替払とりまとめ請求書
総務部教育インキュベーション推進担
当(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型支援ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ）

2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第二係 廃棄

研究・連携
推進課

会計 科学研究費補助金収支簿 科研費（大西和子）令和元年度
総務部教育インキュベーション推進担
当

2019年度 2020年4月1日 研究終了後5年 2024年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第二係 廃棄

研究・連携
推進課

教務
免許法認定講座の関係で無
期限保存が必要であると認め
るもの

免許法認定講座 総務部学外連携推進室現職教育係 1995年度 1996年4月1日 無期限 紙 事務室 研究・連携推進課連携第二係 廃棄

研究・連携
推進課

人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成13年度非常勤出勤簿 総務部学外連携推進室 2001年度 2002年4月1日 無期限 紙 事務室 研究・連携推進課連携第二係 廃棄

研究・連携
推進課

人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成16年出勤簿（非常勤） 総務部社会連携課社会連携係 2004年 2005年1月1日 無期限 紙 事務室 研究・連携推進課連携第二係 廃棄

研究・連携
推進課

社会連携 地域連携に関するもの 学芸大・３市連携ＩＴ活用コンソーシアム関係 総務部企画課研究助成係 2006年度 未定 事業終了後5年 未定 紙 事務室 研究・連携推進課連携第二係 廃棄

研究・連携
推進課

人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成19年度勤務時間記録簿（非常勤） 総務部企画課社会連携係 2007年度 2008年4月1日 無期限 紙 事務室 研究・連携推進課連携第二係 廃棄

研究・連携
推進課

人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成20年度勤務時間記録簿（非常勤） 総務部企画課社会連携係 2008年度 2009年4月1日 無期限 紙 事務室 研究・連携推進課連携第二係 廃棄

研究・連携
推進課

人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成21年度勤務時間記録簿（非常勤） 総務部広報連携協力課地域連携係 2009年度 2010年4月1日 無期限 紙 事務室 研究・連携推進課連携第二係 廃棄

研究・連携
推進課

社会連携 地域連携に関するもの 東京学芸大学・３市連携IT活用コンソーシアム（２１年度） 総務部企画課研究助成係 2009年度 未定 事業終了後5年 未定 紙 事務室 研究・連携推進課連携第二係 廃棄

研究・連携
推進課

人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成22年度勤務時間記録簿（非常勤） 総務部広報連携課地域連携係 2010年度 2011年4月1日 無期限 紙 事務室 研究・連携推進課連携第二係 廃棄

研究・連携
推進課

社会連携 地域連携に関するもの 東京学芸大学・３市連携IT活用コンソーシアム（22・23年度） 総務部広報連携課産学連携係 2010年度 未定 事業終了後5年 未定 紙 事務室 研究・連携推進課連携第二係 廃棄

研究・連携
推進課

人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成23年度勤務時間記録簿（非常勤） 総務部広報連携課地域連携係 2011年度 2012年4月1日 無期限 紙 事務室 研究・連携推進課連携第二係 廃棄

研究・連携
推進課

人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成24年度勤務時間記録簿（非常勤） 総務部広報連携課地域連携係 2012年度 2013年4月1日 無期限 紙 事務室 研究・連携推進課連携第二係 廃棄

研究・連携
推進課

社会連携 地域連携に関するもの 東京学芸大学・3市連携ＩＴ活用コンソーシアム　平成24年度～ 総務部広報連携課産学連携係 2012年度 未定 事業終了後5年 未定 紙 事務室 研究・連携推進課連携第二係 廃棄

研究・連携
推進課

人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成25年度勤務時間記録簿（非常勤） 総務部広報連携課地域連携係 2013年度 2014年4月1日 無期限 紙 事務室 研究・連携推進課連携第二係 廃棄

研究・連携
推進課

人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成26年度勤務時間記録簿（非常勤） 総務部広報連携課地域連携係 2014年度 2015年4月1日 無期限 紙 事務室 研究・連携推進課連携第二係 廃棄

研究・連携
推進課

社会連携 地域連携に関するもの 東京学芸大学・３市連携IT活用コンソーシアム（26年度） 総務部広報連携課産学連携係 2014年度 未定 事業終了後5年 未定 紙 事務室 研究・連携推進課連携第二係 廃棄
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研究・連携
推進課

人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成27年度勤務時間記録簿（非常勤） 総務部広報企画課地域連携係 2015年度 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 研究・連携推進課連携第二係 廃棄

研究・連携
推進課

人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成28年度勤務時間記録簿（非常勤） 総務部広報企画課地域連携係 2016年度 2017年4月1日 無期限 紙 事務室 研究・連携推進課連携第二係 廃棄

研究・連携
推進課

社会連携 高大連携に関するもの 平成29年度高大連携 総務部広報企画課地域連携係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第二係 廃棄

研究・連携
推進課

社会連携 地域連携に関するもの 平成29年度学芸大クラブ関係事業 総務部広報企画課地域連携係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第二係 廃棄

研究・連携
推進課

社会連携 地域連携に関するもの 平成29年度読売巨人軍との連携　ジャイアンツアカデミー 総務部広報企画課地域連携係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第二係 廃棄

研究・連携
推進課

社会連携 地域連携に関するもの 平成29年度地域連携事業関係 総務部広報企画課地域連携係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第二係 廃棄

研究・連携
推進課

社会連携 地域連携に関するもの 平成29年度旅費・謝金 総務部広報企画課地域連携係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第二係 廃棄

研究・連携
推進課

社会連携 地域連携に関するもの 平成29年度学長杯サッカー大会 総務部広報企画課地域連携係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第二係 廃棄

研究・連携
推進課

社会連携 地域連携に関するもの 平成29年度ＦＣ東京連携事業 総務部広報企画課地域連携係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第二係 廃棄

研究・連携
推進課

社会連携 地域連携に関するもの 平成29年度青少年のための科学の祭典 総務部広報企画課地域連携係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第二係 廃棄

研究・連携
推進課

社会連携 地域連携に関するもの 平成29年度お花見の会 総務部広報企画課地域連携係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第二係 廃棄

研究・連携
推進課

管理・運営
社会連携推進本部に関するも
の

平成29年度社会連携推進本部 総務部広報企画課地域連携係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第二係 廃棄

研究・連携
推進課

人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成29年度勤務時間記録簿（非常勤） 総務部広報企画課地域連携係 2017年度 2018年4月1日 無期限 紙 事務室 研究・連携推進課連携第二係 廃棄

研究・連携
推進課

人事 勤務時間記録簿 平成29年度勤務時間記録簿 総務部広報企画課地域連携係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第二係 廃棄

研究・連携
推進課

管理・運営 学内通知文書 平成29年度一般文書 総務部広報企画課地域連携係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第二係 廃棄

研究・連携
推進課

社会連携 地域連携に関するもの 平成30年度学芸大クラブ関係事業 総務部広報企画課地域連携係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第二係 廃棄

研究・連携
推進課

社会連携 地域連携に関するもの 平成30年度読売巨人軍との連携　ジャイアンツアカデミー 総務部広報企画課地域連携係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第二係 廃棄

研究・連携
推進課

社会連携 地域連携に関するもの 平成30年度地域連携事業関係 総務部広報企画課地域連携係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第二係 廃棄

研究・連携
推進課

社会連携 地域連携に関するもの 平成30年度旅費・謝金 総務部広報企画課地域連携係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第二係 廃棄

研究・連携
推進課

社会連携 地域連携に関するもの 平成30年度学長杯サッカー大会 総務部広報企画課地域連携係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第二係 廃棄

研究・連携
推進課

社会連携 地域連携に関するもの 平成30年度青少年のための科学の祭典 総務部広報企画課地域連携係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第二係 廃棄

研究・連携
推進課

社会連携 地域連携に関するもの 平成30年度お花見の会 総務部広報企画課地域連携係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第二係 廃棄

研究・連携
推進課

管理・運営
社会連携推進本部に関するも
の

平成30年度社会連携推進本部 総務部広報企画課地域連携係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第二係 廃棄

研究・連携
推進課

人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成30年度勤務時間記録簿（非常勤） 総務部広報企画課地域連携係 2018年度 2019年4月1日 無期限 紙 事務室 研究・連携推進課連携第二係 廃棄

研究・連携
推進課

人事 勤務時間記録簿 平成30年度勤務時間記録簿 総務部広報企画課地域連携係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第二係 廃棄

研究・連携
推進課

管理・運営 学内通知文書 平成30年度一般文書 総務部広報企画課地域連携係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第二係 廃棄

研究・連携
推進課

管理・運営 名義使用に関するもの 平成30年度名義使用関係 総務部広報企画課地域連携係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第二係 廃棄

研究・連携
推進課

社会連携 地域連携に関するもの 平成31年度学芸大クラブ関係事業 総務部広報企画課地域連携係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第二係 廃棄

研究・連携
推進課

社会連携 地域連携に関するもの 平成31年度読売巨人軍との連携　ジャイアンツアカデミー 総務部広報企画課地域連携係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第二係 廃棄

研究・連携
推進課

社会連携 地域連携に関するもの 平成31年度地域連携事業関係 総務部広報企画課地域連携係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第二係 廃棄

研究・連携
推進課

社会連携 地域連携に関するもの 平成31年度旅費・謝金 総務部広報企画課地域連携係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第二係 廃棄

研究・連携
推進課

社会連携 地域連携に関するもの 平成31年度学長杯サッカー大会 総務部広報企画課地域連携係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第二係 廃棄

研究・連携
推進課

社会連携 地域連携に関するもの 平成31年度青少年のための科学の祭典 総務部広報企画課地域連携係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第二係 廃棄

研究・連携
推進課

社会連携 地域連携に関するもの 平成31年度お花見の会 総務部広報企画課地域連携係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第二係 廃棄

研究・連携
推進課

管理・運営
社会連携推進本部に関するも
の

平成31年度社会連携推進本部 総務部広報企画課地域連携係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第二係 廃棄

研究・連携
推進課

人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成31年度勤務時間記録簿（非常勤） 総務部広報企画課地域連携係 2019年度 2020年4月1日 無期限 紙 事務室 研究・連携推進課連携第二係 廃棄

研究・連携
推進課

人事 勤務時間記録簿 平成31年度勤務時間記録簿 総務部広報企画課地域連携係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第二係 廃棄

研究・連携
推進課

人事
休暇簿等の給与簿に関するも
の

平成31年度休暇簿 総務部広報企画課地域連携係 2019年度 2020年4月1日 3年 2022年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第二係 廃棄

研究・連携
推進課

管理・運営 学内通知文書 平成31年度一般文書 総務部広報企画課地域連携係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第二係 廃棄

研究・連携
推進課

管理・運営 名義使用に関するもの 平成31年度名義使用関係 総務部広報企画課地域連携係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第二係 廃棄

研究・連携
推進課

研究協力 受託事業に関するもの 令和2年度高大接続事業（東京都教育委員会）
財務・研究推進部研究・連携推進課地
域連携係

2020年度 2021年4月1日 事業終了後5年 2025年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第二係 廃棄

研究・連携
推進課

社会連携 地域連携に関するもの 令和2年度学芸大クラブ関係事業
財務・研究推進部研究・連携推進課地
域連携係

2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第二係 廃棄

研究・連携
推進課

社会連携 地域連携に関するもの 令和2年度読売巨人軍との連携　ジャイアンツアカデミー
財務・研究推進部研究・連携推進課地
域連携係

2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第二係 廃棄

研究・連携
推進課

社会連携 地域連携に関するもの 令和2年度学長杯サッカー大会
財務・研究推進部研究・連携推進課地
域連携係

2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第二係 廃棄

研究・連携
推進課

社会連携 地域連携に関するもの 令和2年度青少年のための科学の祭典
財務・研究推進部研究・連携推進課地
域連携係

2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第二係 廃棄

研究・連携
推進課

社会連携 地域連携に関するもの 学芸大・３市連携ＩＴ活用コンソーシアム関係
財務・研究推進部研究・連携推進課地
域連携係

2020年度 未定 事業終了後5年 未定 紙 事務室 研究・連携推進課連携第二係 廃棄

研究・連携
推進課

管理・運営
社会連携推進本部に関するも
の

令和2年度社会連携推進本部
財務・研究推進部研究・連携推進課地
域連携係

2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第二係 廃棄

研究・連携
推進課

管理・運営 名義使用に関するもの 令和2年度名義使用関係
財務・研究推進部研究・連携推進課地
域連携係

2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第二係 廃棄

研究・連携
推進課

管理・運営
不正防止関係で10年保存が
必要であると認めるもの

令和２年度誓約書（事務職員） 副課長 2020年度 2021年4月1日 10 2030年度末 紙 事務室 研究・連携推進課研究推進係 廃棄

研究・連携
推進課

管理・運営
不正防止関係で10年保存が
必要であると認めるもの

令和２年度誓約書（研究者） 副課長 2020年度 2021年4月1日 10 2030年度末 紙 事務室 研究・連携推進課研究推進係 廃棄

研究・連携
推進課

管理・運営
不正防止関係で10年保存が
必要であると認めるもの

平成元年度公的資金管理関係１ 副課長 2020年度 2021年4月1日 10 2030年度末 紙 事務室 研究・連携推進課研究推進係 廃棄

研究・連携
推進課

管理・運営
不正防止関係で10年保存が
必要であると認めるもの

平成元年度公的資金管理関係２ 副課長 2020年度 2021年4月1日 10 2030年度末 紙 事務室 研究・連携推進課研究推進係 廃棄

研究・連携
推進課

管理・運営
高大接続関係で10年保存が
必要であると認めるもの

平成3１年度高大接続による教員養成プログラム 副課長 2020年度 2021年4月1日 10 2030年度末 紙 事務室 研究・連携推進課研究推進係 廃棄

研究・連携
推進課

管理・運営
投稿票(本学紀要）の関係で無
期限保存が必要であると認め
るもの

投稿票（本学紀要）令和２年度 研究推進係 2020年度 2021年4月1日 無期限 紙 事務室 研究・連携推進課研究推進係 廃棄

研究・連携
推進課

人事
休暇簿等の給与簿に関するも
の

令和２年休暇簿 研究推進係 2020年度 2021年4月1日 3 2023 紙 事務室 研究・連携推進課研究推進係 廃棄

研究・連携
推進課

人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

令和２年度非常勤職員勤務時間記録簿 研究推進係 2020年度 2021年4月1日 無期限 紙 事務室 研究・連携推進課研究推進係 廃棄

研究・連携
推進課

人事 勤務時間記録簿 令和２年度勤務時間記録簿 研究推進係 2020年度 2021年4月1日 5 2025 紙 事務室 研究・連携推進課研究推進係 廃棄

研究・連携
推進課

人事 出張に関するもの 令和２年度旅行命令・依頼伺 研究推進係 2020年度 2021年4月1日 5 2025 紙 事務室 研究・連携推進課研究推進係 廃棄

研究・連携
推進課

人事
勤務日及び勤務時間表の関
係で5年保存が必要であると
認めるもの

令和２年度勤務日及び勤務時間表 研究推進係 2020年度 2021年4月1日 5 2025 紙 事務室 研究・連携推進課研究推進係 廃棄

研究・連携
推進課

人事 採用等に関するもの（非常勤） 非常勤職員採用関係書類（令和２年度） 研究推進係 2020年度 2021年4月1日 3 2023 紙 事務室 研究・連携推進課研究推進係 廃棄

研究・連携
推進課

研究協力
研究倫理委員会における審査
に関するもの

研究倫理関係(令和２年度） 研究推進係 2020年度 2021年4月1日 5 2025 紙 事務室 研究・連携推進課研究推進係 廃棄
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部局名 １）大分類 ２）中分類 ３）小分類（法人文書ファイル名） ４）作成・取得者
５）作成・取得年度
等
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９）媒体の種別 10）保存場所 11）管理担当課・係
12)保存期間満
了時の措置

備考

研究・連携
推進課

研究助成 各種研究助成に関するもの 研究専念制度(令和２年度） 研究推進係 2020年度 2021年4月1日 5 2025 紙 事務室 研究・連携推進課研究推進係 廃棄

研究・連携
推進課

研究助成 各種研究助成に関するもの 令和２年度研究助成申請・選考結果 研究推進係 2020年度 2021年4月1日 5 2025 紙 事務室 研究・連携推進課研究推進係 廃棄

研究・連携
推進課

研究協力
科学研究費補助金の申請等
に関するもの

令和2年度科研費　実績報告書 研究・連携推進課研究協力係 2021年度 未定 研究終了後5年 未定 紙 事務室 研究・連携推進課研究協力係 廃棄

研究・連携
推進課

研究協力
研究員受入における審査に関
するもの

令和3年度研究員受入 研究・連携推進課研究協力係 2021年度 未定 5年 未定 紙 事務室 研究・連携推進課研究協力係 廃棄

研究・連携
推進課

研究協力
研究員受入における審査に関
するもの

令和3年度学振　特別研究員関係 研究・連携推進課研究協力係 2021年度 未定 5年 未定 紙 事務室 研究・連携推進課研究協力係 廃棄

研究・連携
推進課

研究協力
科学研究費補助金の申請等
に関するもの

令和3年度科研費分担金 研究・連携推進課研究協力係 2021年度 未定 研究終了後5年 未定 紙 事務室 研究・連携推進課研究協力係 廃棄

研究・連携
推進課

研究協力
科学研究費補助金の申請等
に関するもの

令和3年度科研費　内定・決定通知関係 研究・連携推進課研究協力係 2021年度 未定 研究終了後5年 未定 紙 事務室 研究・連携推進課研究協力係 廃棄

研究・連携
推進課

研究協力
科学研究費補助金の申請等
に関するもの

令和3年度科研費　交付申請書 研究・連携推進課研究協力係 2021年度 未定 研究終了後5年 未定 紙 事務室 研究・連携推進課研究協力係 廃棄

研究・連携
推進課

研究助成
科学研究費補助金の申請等
に関するもの

令和3年度科研費　転出・転入関係（送金関係含む） 研究・連携推進課研究協力係 2021年度 未定 研究終了後5年 未定 紙 事務室 研究・連携推進課研究協力係 廃棄

研究・連携
推進課

研究協力
科学研究費補助金の申請等
に関するもの

令和4年度科研費応募書類　新学術領域研究（研究領域提案
型）、基盤（ＡB）、挑戦的研究（開拓・萌芽）、若手、研究成果公開
促進費、奨励研究、研究活動スタート支援、国際共同研究、ひらめ
き☆ときめきサイエンス

研究・連携推進課研究協力係 2021年度 未定 研究終了後5年 未定 紙 事務室 研究・連携推進課研究協力係 廃棄

研究・連携
推進課

研究協力
科学研究費補助金の申請等
に関するもの

令和4年度科研費応募書類　基盤C 研究・連携推進課研究協力係 2021年度 未定 研究終了後5年 未定 紙 事務室 研究・連携推進課研究協力係 廃棄

研究・連携
推進課

研究協力 産学連携等に関するもの 令和3年度受託研究 研究・連携推進課研究協力係 2021年度 2022年4月1日 5 2026 紙 事務室 研究・連携推進課研究協力係 廃棄

研究・連携
推進課

研究協力 産学連携等に関するもの 共同研究（東京都産業技術研究センター） 研究・連携推進課連携第一係 2018 2022年4月1日 5年 2026 紙 事務室 研究・連携推進課連携第一係 廃棄

研究・連携
推進課

研究協力 産学連携等に関するもの 共同研究（日本教育新聞社） 研究・連携推進課連携第一係 2018 2022年4月1日 5年 2026 紙 事務室 研究・連携推進課連携第一係 廃棄

研究・連携
推進課

研究協力 産学連携等に関するもの 共同研究（エヌ・ティ・ティラーニングシステム株式会社） 研究・連携推進課連携第一係 2020 2022年4月1日 5年 2026 紙 事務室 研究・連携推進課連携第一係 廃棄

研究・連携
推進課

研究協力 産学連携等に関するもの 共同研究（スマートニュース株式会社） 研究・連携推進課連携第一係 2021 2022年4月1日 5年 2026 紙 事務室 研究・連携推進課連携第一係 廃棄

研究・連携
推進課

研究協力 産学連携等に関するもの 共同研究（ジブラルタ生命保険株式会社×こども未来） 研究・連携推進課連携第一係 2016 2022年4月1日 5年 2026 紙 事務室 研究・連携推進課連携第一係 廃棄

研究・連携
推進課

研究協力 産学連携等に関するもの 共同研究（PestalozziTechnology株式会社） 研究・連携推進課連携第一係 2021 2022年4月1日 5年 2026 紙 事務室 研究・連携推進課連携第一係 廃棄

研究・連携
推進課

研究協力 産学連携等に関するもの 共同研究（学校法人工学院大学） 研究・連携推進課連携第一係 2021 2022年4月1日 5年 2026 紙 事務室 研究・連携推進課連携第一係 廃棄

研究・連携
推進課

研究協力 産学連携等に関するもの 共同研究（大幸薬品株式会社） 研究・連携推進課連携第一係 2021 2022年4月1日 5年 2026 紙 事務室 研究・連携推進課連携第一係 廃棄

研究・連携
推進課

研究協力 産学連携等に関するもの 共同研究（SOLIZE株式会社） 研究・連携推進課連携第一係 2021 2022年4月1日 5年 2026 紙 事務室 研究・連携推進課連携第一係 廃棄

研究・連携
推進課

研究協力 産学連携等に関するもの 共同研究（エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社） 研究・連携推進課連携第一係 2021 2022年4月1日 5年 2026 紙 事務室 研究・連携推進課連携第一係 廃棄

研究・連携
推進課

研究協力 産学連携等に関するもの 共同研究（株式会社野村総合研究所） 研究・連携推進課連携第一係 2021 2022年4月1日 5年 2026 紙 事務室 研究・連携推進課連携第一係 廃棄

研究・連携
推進課

研究協力 産学連携等に関するもの 共同研究（株式会社ホオバル） 研究・連携推進課連携第一係 2021 2022年4月1日 5年 2026 紙 事務室 研究・連携推進課連携第一係 廃棄

研究・連携
推進課

研究協力 産学連携等に関するもの 共同研究（丸善雄松堂株式会社） 研究・連携推進課連携第一係 2021 2022年4月1日 5年 2026 紙 事務室 研究・連携推進課連携第一係 廃棄

研究・連携
推進課

研究協力 産学連携等に関するもの 共同研究（富士ソフト株式会社） 研究・連携推進課連携第一係 2021 2022年4月1日 5年 2026 紙 事務室 研究・連携推進課連携第一係 廃棄

研究・連携
推進課

研究協力 産学連携等に関するもの 共同研究（NECネッツエスアイ株式会社） 研究・連携推進課連携第一係 2021 2022年4月1日 5年 2026 紙 事務室 研究・連携推進課連携第一係 廃棄

研究・連携
推進課

管理・運営
各種委員会の記録に関するも
ので重要なもの

次世代教育研究推進機構運営会議（令和3年度） 研究・連携推進課連携第一係 2021 2022年4月1日 10年 2031 紙 事務室 研究・連携推進課連携第一係 廃棄

研究・連携
推進課

人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

令和3年度非常勤講師（専門研究員）出勤簿 研究・連携推進課連携第一係 2021 2022年4月1日 無期限 紙 事務室 研究・連携推進課連携第一係 廃棄

研究・連携
推進課

人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

令和3年度非常勤講師（専門研究員）指定表 研究・連携推進課連携第一係 2021 2022年4月1日 無期限 紙 事務室 研究・連携推進課連携第一係 廃棄

研究・連携
推進課

人事 勤務時間記録簿 令和3年度勤務状況申告書 研究・連携推進課連携第一係 2021 2022年4月1日 5年 2026 紙 事務室 研究・連携推進課連携第一係 廃棄

研究・連携
推進課

人事
休暇簿等の給与簿に関するも
の

休暇簿・欠勤簿（令和3年度） 研究・連携推進課連携第一係 2021 2022年4月1日 3年 2024 紙 事務室 研究・連携推進課連携第一係 廃棄

研究・連携
推進課

人事
休暇簿等の給与簿に関するも
の

休日勤務許可申請書（令和3年度） 研究・連携推進課連携第一係 2021 2022年4月1日 3年 2024 紙 事務室 研究・連携推進課連携第一係 廃棄

研究・連携
推進課

人事 兼業に関するもの 兼業関係（令和3年度） 研究・連携推進課連携第一係 2021 2022年4月1日 兼業終了後3年 2024 紙 事務室 研究・連携推進課連携第一係 廃棄

研究・連携
推進課

会計 資産台帳 資産台帳（令和3年度） 研究・連携推進課連携第一係 2021 2022年4月1日 無期限 紙 事務室 研究・連携推進課連携第一係 廃棄

研究・連携
推進課

会計 予算配分に関する文書 予算振替（令和3年度） 研究・連携推進課連携第一係 2021 2022年4月1日 5年 2026 紙 事務室 研究・連携推進課連携第一係 廃棄

研究・連携
推進課

会計 旅行命令簿 旅費・用務外出（令和3年度） 研究・連携推進課連携第一係 2021 2022年4月1日 5年 2026 紙 事務室 研究・連携推進課連携第一係 廃棄

研究・連携
推進課

会計 物品購入依頼書 物品購入（令和3年度） 研究・連携推進課連携第一係 2021 2022年4月1日 5年 2026 紙 事務室 研究・連携推進課連携第一係 廃棄

研究・連携
推進課

会計 物品購入依頼書 立替払（令和3年度） 研究・連携推進課連携第一係 2021 2022年4月1日 5年 2026 紙 事務室 研究・連携推進課連携第一係 廃棄

研究・連携
推進課

会計 物品購入依頼書 業務委託（令和3年度） 研究・連携推進課連携第一係 2021 2022年4月1日 5年 2026 紙 事務室 研究・連携推進課連携第一係 廃棄

研究・連携
推進課

会計
謝金の関係で5年保存が必要
であると認めるもの

謝金（令和3年度） 研究・連携推進課連携第一係 2021 2022年4月1日 5年 2026 紙 事務室 研究・連携推進課連携第一係 廃棄

研究・連携
推進課

管理・運営
各種会議の関係で5年保存が
必要なもの

第5回NGEシンポジウム 研究・連携推進課連携第一係 2021 2022年4月1日 5年 2026 紙 事務室 研究・連携推進課連携第一係 廃棄

研究・連携
推進課

会計
OECD拠出金の関係で5年保
存が必要なもの

OECD拠出金関係（令和3年度） 研究・連携推進課連携第一係 2021 2022年4月1日 5年 2026 紙 事務室 研究・連携推進課連携第一係 廃棄

研究・連携
推進課

管理・運営
社会連携推進本部に関するも
の

令和3年度社会連携推進本部 研究・連携推進課　連携第二係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第二係 廃棄

研究・連携
推進課

社会連携 地域連携に関するもの 令和3年度FC東京関係 研究・連携推進課　連携第二係 202１年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第二係 廃棄

研究・連携
推進課

研究協力 受託事業に関するもの 令和3年度高大接続事業（東京都教育委員会） 研究・連携推進課　連携第二係 202１年度 2022年4月1日 事業終了後5年 2026年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第二係 廃棄

研究・連携
推進課

管理・運営
各種委員会の記録に関するも
ので重要なもの

令和3年度こどもの学び困難支援センター 研究・連携推進課　連携第二係 2021年度 2022年4月1日 10年 2031 紙 事務室 研究・連携推進課　連携第二係 廃棄

研究・連携
推進課

会計 物品購入依頼書 令和3年度購入伝票 研究・連携推進課　連携第二係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 研究・連携推進課　連携第二係 廃棄

研究・連携
推進課

研究協力 産学連携等に関するもの 令和3年度　受託事業 研究・連携推進課　連携第二係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 研究・連携推進課　連携第二係 廃棄

研究・連携
推進課

社会連携 地域連携に関するもの 令和3年度学長杯サッカー大会 研究・連携推進課　連携第二係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第二係 廃棄

研究・連携
推進課

社会連携 地域連携に関するもの 東京学芸大・3市連携ＩＴ活用コンソーシアム（令和3年度） 研究・連携推進課　連携第二係 2021年度 未定 事業終了後5年 未定 紙 事務室 研究・連携推進課連携第二係 廃棄

研究・連携
推進課

人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

令和3年度　勤務時間記録簿・勤務状況申告書（非常勤）CCSS 研究・連携推進課　連携第二係 2021年度 2022年4月1日 無期限 紙 事務室 研究・連携推進課連携第二係 廃棄

研究・連携
推進課

人事 出張に関するもの 令和3年度　用務外出立替請求書綴り　CCSS 研究・連携推進課　連携第二係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第二係 廃棄

研究・連携
推進課

人事 採用等に関するもの（非常勤） 令和3年度人事関係 研究・連携推進課　連携第二係 2021年度 2022年4月1日 3年 2024年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第二係 廃棄

研究・連携
推進課

会計 物品購入依頼書 令和3年度CCSS　購入依頼書等 研究・連携推進課　連携第二係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 研究・連携推進課　連携第二係 廃棄

研究・連携
推進課

管理・運営
各種委員会の記録に関するも
ので重要なもの

令和3年度HATO会議
研究・連携推進課連携第二係

2021年度 2022年4月1日 10年 2031 紙 事務室 研究・連携推進課連携第二係 廃棄
教員養成開発連携機構,機構会議及び運営会
議,センター長会議,センター運営会議,各プロ
ジェクト会議をまとめた

研究・連携
推進課

人事 勤務時間記録簿 令和3年度勤務時間記録簿(非常勤)教員養成開発連携センター
研究・連携推進課連携第二係

2021年度 2022年4月1日 無期限 紙 事務室 研究・連携推進課連携第二係 廃棄

研究・連携
推進課

会計 物品購入依頼書 令和3年度　購入依頼書　HATO
研究・連携推進課連携第二係

2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第二係 廃棄

研究・連携
推進課

会計 旅行命令簿 令和3年度　旅行命令伺　HATO
研究・連携推進課連携第二係

2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第二係 廃棄

研究・連携
推進課

会計
謝金の関係で5年保存が必要
であると認めるもの

令和3年度　謝金　HATO
研究・連携推進課連携第二係

2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 研究・連携推進課連携第二係 廃棄

研究・連携
推進課

管理・運営
投稿票(本学紀要）の関係で無
期限保存が必要であると認め
るもの

投稿票（本学紀要）令和3年度 研究推進係 2021年度 2022年4月1日 無期限 紙 事務室 研究・連携推進課研究推進係 廃棄
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法人文書ファイル管理簿データ（全学）

部局名 １）大分類 ２）中分類 ３）小分類（法人文書ファイル名） ４）作成・取得者
５）作成・取得年度
等

６）起算日 ７）保存期間
８）保存期間
    満了時期

９）媒体の種別 10）保存場所 11）管理担当課・係
12)保存期間満
了時の措置

備考

研究・連携
推進課

人事
休暇簿等の給与簿に関するも
の

令和3年休暇簿 研究推進係 2021年度 2022年4月1日 3 2024 紙 事務室 研究・連携推進課研究推進係 廃棄

研究・連携
推進課

人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

令和３年度非常勤職員勤務時間記録簿 研究推進係 2021年度 2022年4月1日 無期限 紙 事務室 研究・連携推進課研究推進係 廃棄

研究・連携
推進課

人事 勤務時間記録簿 令和３年度勤務時間記録簿 研究推進係 2021年度 2022年4月1日 5 2026 紙 事務室 研究・連携推進課研究推進係 廃棄

研究・連携
推進課

人事 出張に関するもの 令和３年度旅行命令・依頼伺 研究推進係 2021年度 2022年4月1日 5 2026 紙 事務室 研究・連携推進課研究推進係 廃棄

研究・連携
推進課

人事
勤務日及び勤務時間表の関
係で5年保存が必要であると
認めるもの

令和３年度勤務日及び勤務時間表 研究推進係 2021年度 2022年4月1日 5 2026 紙 事務室 研究・連携推進課研究推進係 廃棄

研究・連携
推進課

人事 採用等に関するもの（非常勤） 非常勤職員採用関係書類（令和２年度） 研究推進係 2021年度 2022年4月1日 3 2024 紙 事務室 研究・連携推進課研究推進係 廃棄

研究・連携
推進課

研究協力
研究倫理委員会における審査
に関するもの

研究倫理関係(令和３年度） 研究推進係 2021年度 2022年4月1日 5 2026 紙 事務室 研究・連携推進課研究推進係 廃棄

研究・連携
推進課

研究助成 各種研究助成に関するもの 研究専念制度(令和２年度） 研究推進係 2021年度 2022年4月1日 5 2026 紙 事務室 研究・連携推進課研究推進係 廃棄

研究・連携
推進課

研究助成 各種研究助成に関するもの 令和３年度研究助成申請・選考結果 研究推進係 2021年度 2022年4月1日 5 2026 紙 事務室 研究・連携推進課研究推進係 廃棄

研究・連携
推進課

管理・運営
不正防止関係で10年保存が
必要であると認めるもの

令和３年度誓約書（事務職員） 研究推進係 2021年度 2022年4月1日 10 2031年度末 紙 事務室 研究・連携推進課研究推進係 廃棄

研究・連携
推進課

管理・運営
不正防止関係で10年保存が
必要であると認めるもの

令和３年度誓約書（研究者） 研究推進係 2021年度 2022年4月1日 10 2031年度末 紙 事務室 研究・連携推進課研究推進係 廃棄

研究・連携
推進課

管理・運営
高大接続関係で10年保存が
必要であると認めるもの

令和3年10月～高大接続プログラム関係 副課長 2021年度 2022年4月1日 10 2031年度末 紙 事務室 研究・連携推進課 廃棄

研究・連携
推進課

管理・運営
不正防止関係で10年保存が
必要であると認めるもの

令和3年10月～公的資金管理室関係 副課長 2021年度 2022年4月1日 10 2031年度末 紙 事務室 研究・連携推進課 廃棄

研究・連携
推進課

管理・運営
教育実践研究推進本部会議
に関するもの

公的資金による研究データの管理・利活用に関するWG 副課長 2021年度 2022年4月1日 5 2026年度末 紙 事務室 研究・連携推進課 廃棄

研究・連携
推進課

管理・運営
安全保障輸出管理関係で10
年保存が必要であると認める
もの

安全保障輸出管理関係 副課長 2021年度 2022年4月1日 10 2031年度末 紙 事務室 研究・連携推進課 廃棄

研究・連携
推進課

研究協力 利益相反会議に関するもの 令和3年～利益相反会議関係 副課長 2021年度 2022年4月1日 5 2026年度末 紙 事務室 研究・連携推進課 廃棄

研究・連携
推進課

管理・運営
不正防止関係で10年保存が
必要であると認めるもの

R3研究活動ガイドライン不備の指摘に対する対応 副課長 2021年度 2022年4月1日 10 2031年度末 紙 事務室 研究・連携推進課研究推進係 廃棄

研究・連携
推進課

管理・運営
不正防止関係で10年保存が
必要であると認めるもの

R3研究倫理・コンプライアンス研修報告書 副課長 2021年度 2022年4月1日 10 2031年度末 紙 事務室 研究・連携推進課研究推進係 廃棄

学系（総括） 管理・運営 各種委員会に関するもの 芸術館運営委員会（令和２年度）
財務・研究推進部
学系支援課総括係

2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課
総括係

廃棄

学系（総括） 人　事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

（非常勤職員）勤務時間記録簿（令和２年度）
財務・研究推進部
学系支援課総括係

2020年度 2021年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課
総括係

廃棄

学系（総括） 人　事 勤務時間記録簿 （常勤職員）勤務時間記録簿（令和２年度）
財務・研究推進部
学系支援課総括係

2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課
総括係

廃棄

学系（総括） 人　事
休暇簿等の給与簿に関するも
の

休暇簿（常勤事務）（令和２年）
財務・研究推進部
総合教育科学系事務係

2020年 2021年1月1日 3年 2023年末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課
総括係

廃棄 休暇簿のみ【年】で管理

学系（総括） 人　事
休暇簿等の給与簿に関するも
の

休暇簿（非常勤職員）（令和２年）
財務・研究推進部学系支援課
総合教育科学系事務係

2020年 2021年1月1日 3年 2023年末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課
総括係

廃棄 休暇簿のみ【年】で管理

学系（総括） 人　事
休暇簿等の給与簿に関するも
の

休暇簿（常勤教員）総合・教職大学院・次セ・環境セ・特サポ
（令和２年）

財務・研究推進部学系支援課
総合教育科学系事務係及び
研究センター係

2020年 2021年1月1日 3年 2023年末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課
総括係

廃棄 休暇簿のみ【年】で管理

学系（総括） 人　事
休暇簿等の給与簿に関するも
の

休暇簿（常勤教員）人文社会科学系（令和２年）
財務・研究推進部学系支援課
人文社会科学系事務係

2020年 2021年1月1日 3年 2023年末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課
総括係

廃棄 休暇簿のみ【年】で管理

学系（総括） 人　事
休暇簿等の給与簿に関するも
の

休暇簿（常勤教員）自然科学系・理科教員高度支援センター
（令和２年）

財務・研究推進部学系支援課
自然科学系事務係

2020年 2021年1月1日 3年 2023年末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課
総括係

廃棄 休暇簿のみ【年】で管理

学系（総括） 人　事
休暇簿等の給与簿に関するも
の

休暇簿（常勤教員）芸術・スポーツ科学系（令和２年）
財務・研究推進部学系支援課
芸術・スポーツ科学系事務係

2020年 2021年1月1日 3年 2023年末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課
総括係

廃棄 休暇簿のみ【年】で管理

学系（総括） 人　事 兼業に関するもの 兼業関係文書（令和２年度）総合教育科学系　あ～さ
財務・研究推進部
学系支援課総括係

2020年 2021年4月1日 兼業終了後3年 2023年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課
総括係

廃棄

学系（総括） 人　事 兼業に関するもの 兼業関係文書（令和２年度）総合教育科学系　た～わ
財務・研究推進部
学系支援課総括係

2020年 2021年4月1日 兼業終了後3年 2023年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課
総括係

廃棄

学系（総括） 人　事 兼業に関するもの 兼業関係文書（令和２年度）教職大学院　あ～の
財務・研究推進部
学系支援課総括係

2020年 2021年4月1日 兼業終了後3年 2023年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課
総括係

廃棄

学系（総括） 人　事 兼業に関するもの 兼業関係文書（令和２年度）教職大学院　は～わ
財務・研究推進部
学系支援課総括係

2020年 2021年4月1日 兼業終了後3年 2023年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課
総括係

廃棄

学系（総括） 人　事 兼業に関するもの 兼業関係文書（令和２年度）人文社会科学系
財務・研究推進部
学系支援課総括係

2020年 2021年4月1日 兼業終了後3年 2023年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課
総括係

廃棄

学系（総括） 人　事 兼業に関するもの 兼業関係文書（令和２年度）自然科学系
財務・研究推進部
学系支援課総括係

2020年 2021年4月1日 兼業終了後3年 2023年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課
総括係

廃棄

学系（総括） 人　事 兼業に関するもの 兼業関係文書（令和２年度）芸術・スポーツ
財務・研究推進部
学系支援課総括係

2020年 2021年4月1日 兼業終了後3年 2023年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課
総括係

廃棄

学系（総括） 人　事 兼業に関するもの
兼業関係文書（令和２年度）
特別支援教育・教育臨床サポート、次世代教育研究センター、環
境教育研究センター、理科教員高度支援センター

財務・研究推進部
学系支援課総括係

2020年 2021年4月1日 兼業終了後3年 2023年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課
総括係

廃棄

学系（総括） 管理・運営 各種委員会に関するもの 芸術館運営委員会（令和３年度）
財務・研究推進部
学系支援課総括係

2021年度 2022年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課
総括係

廃棄

学系（総括） 人　事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

（非常勤職員）勤務時間記録簿（令和３年度）
財務・研究推進部
学系支援課総括係

2021年度 2022年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課
総括係

廃棄

学系（総括） 人　事 勤務時間記録簿 （常勤職員）勤務時間記録簿（令和３年度）
財務・研究推進部
学系支援課総括係

2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課
総括係

廃棄

学系（総括） 人　事
休暇簿等の給与簿に関するも
の

休暇簿（常勤事務）（令和３年）
財務・研究推進部
総合教育科学系事務係

2021年 2022年1月1日 3年 2024年末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課
総括係

廃棄 休暇簿のみ【年】で管理

学系（総括） 人　事
休暇簿等の給与簿に関するも
の

休暇簿（非常勤職員）（令和３年）
財務・研究推進部学系支援課
総合教育科学系事務係

2021年 2022年1月1日 3年 2024年末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課
総括係

廃棄 休暇簿のみ【年】で管理

学系（総括） 人　事
休暇簿等の給与簿に関するも
の

休暇簿（常勤教員）総合・教職大学院・次セ・環境セ・特サポ
（令和３年）

財務・研究推進部学系支援課
総合教育科学系事務係及び
研究センター係

2021年 2022年1月1日 3年 2024年末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課
総括係

廃棄 休暇簿のみ【年】で管理

学系（総括） 人　事
休暇簿等の給与簿に関するも
の

休暇簿（常勤教員）人文社会科学系（令和３年）
財務・研究推進部学系支援課
人文社会科学系事務係

2021年 2022年1月1日 3年 2024年末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課
総括係

廃棄 休暇簿のみ【年】で管理

学系（総括） 人　事
休暇簿等の給与簿に関するも
の

休暇簿（常勤教員）自然科学系・理科教員高度支援センター
（令和３年）

財務・研究推進部学系支援課
自然科学系事務係

2021年 2022年1月1日 3年 2024年末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課
総括係

廃棄 休暇簿のみ【年】で管理

学系（総括） 人　事
休暇簿等の給与簿に関するも
の

休暇簿（常勤教員）芸術・スポーツ科学系（令和３年）
財務・研究推進部学系支援課
芸術・スポーツ科学系事務係

2021年 2022年1月1日 3年 2024年末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課
総括係

廃棄 休暇簿のみ【年】で管理

学系（総括） 人　事 兼業に関するもの 兼業関係文書（令和３年度）総合教育科学系　あ～さ
財務・研究推進部
学系支援課総括係

2021年度 2022年4月1日 兼業終了後3年 2024年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課
総括係

廃棄

学系（総括） 人　事 兼業に関するもの 兼業関係文書（令和３年度）総合教育科学系　た～わ
財務・研究推進部
学系支援課総括係

2021年度 2022年4月1日 兼業終了後3年 2024年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課
総括係

廃棄

学系（総括） 人　事 兼業に関するもの 兼業関係文書（令和３年度）教職大学院　あ～の
財務・研究推進部
学系支援課総括係

2021年度 2022年4月1日 兼業終了後3年 2024年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課
総括係

廃棄

学系（総括） 人　事 兼業に関するもの 兼業関係文書（令和３年度）教職大学院　は～わ
財務・研究推進部
学系支援課総括係

2021年度 2022年4月1日 兼業終了後3年 2024年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課
総括係

廃棄

学系（総括） 人　事 兼業に関するもの 兼業関係文書（令和３年度）人文社会科学系
財務・研究推進部
学系支援課総括係

2021年度 2022年4月1日 兼業終了後3年 2024年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課
総括係

廃棄

学系（総括） 人　事 兼業に関するもの 兼業関係文書（令和３年度））自然科学系
財務・研究推進部
学系支援課総括係

2021年度 2022年4月1日 兼業終了後3年 2024年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課
総括係

廃棄

学系（総括） 人　事 兼業に関するもの 兼業関係文書（令和３年度）芸術・スポーツ
財務・研究推進部
学系支援課総括係

2021年度 2022年4月1日 兼業終了後3年 2024年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課
総括係

廃棄

学系（総括） 人　事 兼業に関するもの
兼業関係文書（令和３年度）
特別支援教育・教育臨床サポート、次世代教育研究センター、環
境教育研究センター、理科教員高度支援センター

財務・研究推進部
学系支援課総括係

2021年度 2022年4月1日 兼業終了後3年 2024年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課
総括係

廃棄

総合 管理・運営 教授会の記録に関するもの 教官会資料（平成12年度） 教育学部第二部事務係 2000年度 2001年4月1日 30年 2030年度末 紙 倉庫
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 人事 採用等に関するもの 選考調書（平成12年度） 教育学部第二部事務係 2000年度 2001年4月1日 無期限 紙 倉庫
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 人事 採用等に関するもの 大学院資格認定調書 教育学部第二部事務係 2000年度 2001年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成12年度実地指導講師出勤簿 教育学部第二部事務係 2000年度 2001年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成12年度非常勤講師出勤簿 教育学部第二部事務係 2000年度 2001年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成12年度非常勤職員出勤簿 教育学部第二部事務係 2000年度 2001年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 人事 採用等に関するもの 選考調書（平成13年度） 教育学部第二部事務係 2001年度 2002年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 人事 採用等に関するもの 大学院資格認定調書 教育学部第二部事務係 2001年度 2002年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成13年度非常勤講師出勤簿 教育学部第二部事務係 2001年度 2002年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄
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備考

総合 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成13年度非常勤職員出勤簿 教育学部第二部事務係 2001年度 2002年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成13年度実地指導講師出勤簿 教育学部第二部事務係 2001年度 2002年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 人事 採用等に関するもの 教官任免関係（平成13年度） 教育学部第二部事務係 2001年度 2002年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 管理・運営 教授会の記録に関するもの 教官会資料（平成14年度） 教育学部第二部事務係 2002年度 2003年4月1日 30年 2032年度末 紙 倉庫
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 人事 採用等に関するもの 選考調書（平成14年度） 教育学部第二部事務係 2002年度 2003年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 人事 採用等に関するもの 大学院資格認定調書 教育学部第二部事務係 2002年度 2003年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成14年度非常勤講師出勤簿 教育学部第二部事務係 2002年度 2003年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成14年度非常勤職員出勤簿 教育学部第二部事務係 2002年度 2003年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 人事 採用等に関するもの 教官任免関係（平成14年度） 教育学部第二部事務係 2002年度 2003年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 管理・運営 教授会の記録に関するもの 教官会資料（平成15年度） 教育学部第二部事務係 2003年度 2004年4月1日 30年 2033年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 人事 採用等に関するもの 選考調書（平成15年度） 教育学部第二部事務係 2003年度 2004年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 人事 採用等に関するもの 大学院資格認定調書 教育学部第二部事務係 2003年度 2004年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成15年度非常勤講師出勤簿 教育学部第二部事務係 2003年度 2004年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成15年度非常勤職員出勤簿 教育学部第二部事務係 2003年度 2004年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 管理・運営 教授会の記録に関するもの 教授会資料（平成16年度）
総務部学系支援課総合教育科学系事
務係

2004年度 2005年4月1日 30年 2034年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 人事 採用等に関するもの 大学院資格認定調書
総務部学系支援課総合教育科学系事
務係

2004年度 2005年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 人事 採用等に関するもの 選考調書（平成16年度）
総務部学系支援課総合教育科学系事
務係

2004年度 2005年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成16年度実地指導講師出勤簿
総務部学系支援課総合教育科学系事
務係

2004年度 2005年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成16年度非常勤講師出勤簿
総務部学系支援課総合教育科学系事
務係

2004年度 2005年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成16年度非常勤職員出勤簿
総務部学系支援課総合教育科学系事
務係

2004年度 2005年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 人事 採用等に関するもの 教官任免関係（平成16年度）
総務部学系支援課総合教育科学系事
務係

2004年度 2005年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 人事 採用等に関するもの 大学院資格認定調書
総務部学系支援課総合教育科学系事
務係

2004年度 2005年4月1日 無期限
電子:共有サー
バー内

事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 管理・運営
教育，研究及び事務組織の設
置並びに改廃に関するもの

教室構成員関係
総務部学系支援課総合教育科学系事
務係

2005年度 2006年4月1日 30年 2035年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 人事 採用等に関するもの 選考調書（平成17年度）
総務部学系支援課総合教育科学系事
務係

2005年度 2006年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 人事 採用等に関するもの 大学院資格認定調書
総務部学系支援課総合教育科学系事
務係

2005年度 2006年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 人事 採用等に関するもの 教官任免関係（平成17年度）
総務部学系支援課総合教育科学系事
務係

2005年度 2006年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成17年度実地指導講師出勤簿
総務部学系支援課総合教育科学系事
務係

2005年度 2006年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成17年度非常勤講師出勤簿
総務部学系支援課総合教育科学系事
務係

2005年度 2006年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

非常勤職員出勤簿
総務部学系支援課総合教育科学系事
務係

2005年度 2006年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 管理・運営 教授会の記録に関するもの 教授会資料（平成17年度）
総務部学系支援課総合教育科学系事
務係

2005年度 2006年4月1日 30年 2035年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 人事 採用等に関するもの 選考調書（平成17年度）
総務部学系支援課総合教育科学系事
務係

2005年度 2006年4月1日 無期限
電子:共有サー
バー内

事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 人事 採用等に関するもの 大学院資格認定調書
総務部学系支援課総合教育科学系事
務係

2005年度 2006年4月1日 無期限
電子:共有サー
バー内

事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 管理・運営 教授会の記録に関するもの 教授会資料（平成18年度）
総務部学系支援課総合教育科学系事
務係

2006年度 2007年4月1日 30年 2036年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 管理・運営
教育，研究及び事務組織の設
置並びに改廃に関するもの

教室構成員関係
総務部学系支援課総合教育科学系事
務係

2006年度 2007年4月1日 30年 2036年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成18年度実地指導講師出勤簿
総務部学系支援課総合教育科学系事
務係

2006年度 2007年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成18年度非常勤講師出勤簿
総務部学系支援課総合教育科学系事
務係

2006年度 2007年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成18年度非常勤職員出勤簿
総務部学系支援課総合教育科学系事
務係

2006年度 2007年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 人事 採用等に関するもの 選考調書（平成18年度）
総務部学系支援課総合教育科学系事
務係

2006年度 2007年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 人事 採用等に関するもの 大学院資格認定調書
総務部学系支援課総合教育科学系事
務係

2006年度 2007年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 人事 採用等に関するもの 教員任免関係（平成18年度）
総務部学系支援課総合教育科学系事
務係

2006年度 2007年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 人事 採用等に関するもの 選考調書（平成18年度）
総務部学系支援課総合教育科学系事
務係

2006年度 2007年4月1日 無期限
電子:共有サー
バー内

事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 人事 採用等に関するもの 大学院資格認定調書
総務部学系支援課総合教育科学系事
務係

2006年度 2007年4月1日 無期限
電子:共有サー
バー内

事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成19年度実地指導講師出勤簿
総務部学系支援課総合教育科学系事
務係

2007年度 2008年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成19年度非常勤講師出勤簿
総務部学系支援課総合教育科学系事
務係

2007年度 2008年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成19年度非常勤職員出勤簿
総務部学系支援課総合教育科学系事
務係

2007年度 2008年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 管理・運営
教育，研究及び事務組織の設
置並びに改廃に関するもの

教室構成員関係
総務部学系支援課総合教育科学系事
務係

2007年度 2008年4月1日 30年 2037年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 人事 採用等に関するもの 選考調書（平成19年度）
総務部学系支援課総合教育科学系事
務係

2007年度 2008年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 人事 採用等に関するもの 大学院資格認定調書
総務部学系支援課総合教育科学系事
務係

2007年度 2008年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 人事 採用等に関するもの 教員任免関係（平成19年度）
総務部学系支援課総合教育科学系事
務係

2007年度 2008年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 管理・運営 教授会の記録に関するもの 教授会資料（平成19年度）
総務部学系支援課総合教育科学系事
務係

2007年度 2008年4月1日 30年 2037年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 人事 採用等に関するもの 選考調書（平成19年度）
総務部学系支援課総合教育科学系事
務係

2007年度 2008年4月1日 無期限
電子:共有サー
バー内

事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 人事 採用等に関するもの 大学院資格認定調書
総務部学系支援課総合教育科学系事
務係

2007年度 2008年4月1日 無期限
電子:共有サー
バー内

事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成20年度実地指導講師出勤簿
総務部学系支援課総合教育科学系事
務係

2008年度 2009年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成20年度非常勤講師出勤簿
総務部学系支援課総合教育科学系事
務係

2008年度 2009年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成20年度非常勤職員出勤簿
総務部学系支援課総合教育科学系事
務係

2008年度 2009年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 管理・運営
教育，研究及び事務組織の設
置並びに改廃に関するもの

教室構成員関係
総務部学系支援課総合教育科学系事
務係

2008年度 2009年4月1日 30年 2038年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 人事 採用等に関するもの 選考調書（平成20年度）
総務部学系支援課総合教育科学系事
務係

2008年度 2009年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 人事 採用等に関するもの 大学院資格認定調書
総務部学系支援課総合教育科学系事
務係

2008年度 2009年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 人事 採用等に関するもの 教員任免関係（平成20年度）
総務部学系支援課総合教育科学系事
務係

2008年度 2009年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 管理・運営 教授会の記録に関するもの 教授会資料（平成20年度）
総務部学系支援課総合教育科学系事
務係

2008年度 2009年4月1日 30年 2038年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 人事 採用等に関するもの 選考調書（平成20年度）
総務部学系支援課総合教育科学系事
務係

2008年度 2009年4月1日 無期限
電子:共有サー
バー内

事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄
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総合 人事 採用等に関するもの 大学院資格認定調書
総務部学系支援課総合教育科学系事
務係

2008年度 2009年4月1日 無期限
電子:共有サー
バー内

事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成21年度実地指導講師出勤簿
教育研究支援部教育研究支援課総合
教育科学系事務係

2009年度 2010年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成21年度非常勤講師出勤簿
教育研究支援部教育研究支援課総合
教育科学系事務係

2009年度 2010年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 管理・運営
教育，研究及び事務組織の設
置並びに改廃に関するもの

教室構成員関係
教育研究支援部教育研究支援課総合
教育科学系事務係

2009年度 2010年4月1日 30年 2039年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

勤務時間記録簿（非常勤）（平成21年度）
教育研究支援部教育研究支援課総合
教育科学系事務係

2009年度 2010年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 人事 採用等に関するもの 選考調書（平成21年度）
教育研究支援部教育研究支援課総合
教育科学系事務係

2009年度 2010年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 人事 採用等に関するもの 大学院資格認定調書
教育研究支援部教育研究支援課総合
教育科学系事務係

2009年度 2010年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 人事 採用等に関するもの 教員任免関係（平成21年度）
教育研究支援部教育研究支援課総合
教育科学系事務係

2009年度 2010年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 管理・運営 教授会の記録に関するもの 教授会資料（平成21年度）
教育研究支援部教育研究支援課総合
教育科学系事務係

2009年度 2010年4月1日 30年 2039年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 人事 採用等に関するもの 選考調書（平成21年度）
教育研究支援部教育研究支援課総合
教育科学系事務係

2009年度 2010年4月1日 無期限
電子:共有サー
バー内

事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 人事 採用等に関するもの 大学院資格認定調書
教育研究支援部教育研究支援課総合
教育科学系事務係

2009年度 2010年4月1日 無期限
電子:共有サー
バー内

事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成22年度実地指導講師出勤簿
教育研究支援部教育研究支援課総合
教育科学系事務係

2010年度 2011年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成22年度非常勤講師出勤簿
教育研究支援部教育研究支援課総合
教育科学系事務係

2010年度 2011年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 管理・運営
教育，研究及び事務組織の設
置並びに改廃に関するもの

教室構成員関係
教育研究支援部教育研究支援課総合
教育科学系事務係

2010年度 2011年4月1日 30年 2040年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

勤務時間記録簿（非常勤）（平成22年度）
教育研究支援部教育研究支援課総合
教育科学系事務係

2010年度 2011年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 人事 採用等に関するもの 選考調書（平成22年度）
教育研究支援部教育研究支援課総合
教育科学系事務係

2010年度 2011年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 人事 採用等に関するもの 大学院資格認定調書
教育研究支援部教育研究支援課総合
教育科学系事務係

2010年度 2011年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 人事 採用等に関するもの 教員任免関係（平成22年度）
教育研究支援部教育研究支援課総合
教育科学系事務係

2010年度 2011年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 管理・運営 教授会の記録に関するもの 教授会資料（平成22年度）
教育研究支援部教育研究支援課総合
教育科学系事務係

2010年度 2011年4月1日 30年 2040年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 人事 採用等に関するもの 選考調書（平成22年度）
教育研究支援部教育研究支援課総合
教育科学系事務係

2010年度 2011年4月1日 無期限
電子:共有サー
バー内

事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 人事 採用等に関するもの 大学院資格認定調書
教育研究支援部教育研究支援課総合
教育科学系事務係

2010年度 2011年4月1日 無期限
電子:共有サー
バー内

事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成23年度実地指導講師出勤簿
教育研究支援部教育研究支援課総合
教育科学系事務係

2011年度 2012年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成23年度非常勤講師出勤簿
教育研究支援部教育研究支援課総合
教育科学系事務係

2011年度 2012年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 管理・運営
教育，研究及び事務組織の設
置並びに改廃に関するもの

教室構成員関係
教育研究支援部教育研究支援課総合
教育科学系事務係

2011年度 2012年4月1日 30年 2041年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

勤務時間記録簿（非常勤）（平成23年度）
教育研究支援部教育研究支援課総合
教育科学系事務係

2011年度 2012年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 人事 採用等に関するもの 教員選考委員会関係（平成23年度）
教育研究支援部教育研究支援課総合
教育科学系事務係

2011年度 2012年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 人事 採用等に関するもの 大学院選考委員会
教育研究支援部教育研究支援課総合
教育科学系事務係

2011年度 2012年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 人事 採用等に関するもの 選考調書（平成23年度）
教育研究支援部教育研究支援課総合
教育科学系事務係

2011年度 2012年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 人事 採用等に関するもの 大学院資格認定調書
教育研究支援部教育研究支援課総合
教育科学系事務係

2011年度 2012年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 人事 採用等に関するもの 教員任免関係（平成23年度）
教育研究支援部教育研究支援課総合
教育科学系事務係

2011年度 2012年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 管理・運営 教授会の記録に関するもの 教授会資料（平成23年度）
教育研究支援部教育研究支援課総合
教育科学系事務係

2011年度 2012年4月1日 30年 2041年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 人事 採用等に関するもの 選考調書（平成23年度）
教育研究支援部教育研究支援課総合
教育科学系事務係

2011年度 2012年4月1日 無期限
電子:共有サー
バー内

事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 人事 採用等に関するもの 大学院資格認定調書
教育研究支援部教育研究支援課総合
教育科学系事務係

2011年度 2012年4月1日 無期限
電子:共有サー
バー内

事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成24年度実地指導講師出勤簿
教育研究支援部教育研究支援課総合
教育科学系事務係

2012年度 2013年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成24年度非常勤講師出勤簿
教育研究支援部教育研究支援課総合
教育科学系事務係

2012年度 2013年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 管理・運営
教育，研究及び事務組織の設
置並びに改廃に関するもの

教室構成員関係
教育研究支援部教育研究支援課総合
教育科学系事務係

2012年度 2013年4月1日 30年 2042年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

勤務時間記録簿（非常勤）（平成24年度）
教育研究支援部教育研究支援課総合
教育科学系事務係

2012年度 2013年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 人事 採用等に関するもの 教員選考委員会関係（平成24年度）
教育研究支援部教育研究支援課総合
教育科学系事務係

2012年度 2013年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 人事 採用等に関するもの 大学院選考委員会
教育研究支援部教育研究支援課総合
教育科学系事務係

2012年度 2013年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 人事 採用等に関するもの 選考調書（平成24年度）
教育研究支援部教育研究支援課総合
教育科学系事務係

2012年度 2013年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 人事 採用等に関するもの 大学院資格認定調書
教育研究支援部教育研究支援課総合
教育科学系事務係

2012年度 2013年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 人事 採用等に関するもの 教員任免関係（平成24年度）
教育研究支援部教育研究支援課総合
教育科学系事務係

2012年度 2013年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 管理・運営 教授会の記録に関するもの 教授会資料（平成24年度）
教育研究支援部教育研究支援課総合
教育科学系事務係

2012年度 2013年4月1日 30年 2042年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 人事 役付職員の選挙に関するもの 選挙関係
教育研究支援部教育研究支援課総合
教育科学系事務係

2012年度 2013年4月1日 10年 2022年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 人事 採用等に関するもの 選考調書（平成24年度）
教育研究支援部教育研究支援課総合
教育科学系事務係

2012年度 2013年4月1日 無期限
電子:共有サー
バー内

事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 人事 採用等に関するもの 大学院資格認定調書
教育研究支援部教育研究支援課総合
教育科学系事務係

2012年度 2013年4月1日 無期限
電子:共有サー
バー内

事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 会計 概算要求に関する決裁文書 歳出概算要求書
教育研究支援部教育研究支援課総合
教育科学系事務係

2012年度 2013年4月1日 10年 2022年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 会計 概算要求に関する決裁文書 施設整備費等概算要求書
教育研究支援部教育研究支援課総合
教育科学系事務係

2012年度 2013年4月1日 10年 2022年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 会計 概算要求に関する決裁文書 歳出概算要求書
教育研究支援部教育研究支援課総合
教育科学系事務係

2013年度 2014年4月1日 10年 2023年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成25年度実地指導講師出勤簿
教育研究支援部教育研究支援課総合
教育科学系事務係

2013年度 2014年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成25年度非常勤講師出勤簿
教育研究支援部教育研究支援課総合
教育科学系事務係

2013年度 2014年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 管理・運営
教育，研究及び事務組織の設
置並びに改廃に関するもの

教室構成員関係
教育研究支援部教育研究支援課総合
教育科学系事務係

2013年度 2014年4月1日 30年 2043年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

勤務時間記録簿（非常勤）（平成25年度）
教育研究支援部教育研究支援課総合
教育科学系事務係

2013年度 2014年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 人事 採用等に関するもの 教員選考委員会関係（平成25年度）
教育研究支援部教育研究支援課総合
教育科学系事務係

2013年度 2014年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 人事 採用等に関するもの 大学院選考委員会
教育研究支援部教育研究支援課総合
教育科学系事務係

2013年度 2014年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 人事 採用等に関するもの 選考調書（平成25年度）
教育研究支援部教育研究支援課総合
教育科学系事務係

2013年度 2014年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 人事 採用等に関するもの 大学院資格認定調書
教育研究支援部教育研究支援課総合
教育科学系事務係

2013年度 2014年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 人事 採用等に関するもの 教員任免関係（平成25年度）
教育研究支援部教育研究支援課総合
教育科学系事務係

2013年度 2014年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 会計 概算要求に関する決裁文書 施設整備費等概算要求書
教育研究支援部教育研究支援課総合
教育科学系事務係

2013年度 2014年4月1日 10年 2023年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 管理・運営 教授会の記録に関するもの 教授会資料（平成25年度）
教育研究支援部教育研究支援課総合
教育科学系事務係

2013年度 2014年4月1日 30年 2043年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 人事 役付職員の選挙に関するもの 選挙関係
教育研究支援部教育研究支援課総合
教育科学系事務係

2013年度 2014年4月1日 10年 2023年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄
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部局名 １）大分類 ２）中分類 ３）小分類（法人文書ファイル名） ４）作成・取得者
５）作成・取得年度
等

６）起算日 ７）保存期間
８）保存期間
    満了時期

９）媒体の種別 10）保存場所 11）管理担当課・係
12)保存期間満
了時の措置

備考

総合 人事 採用等に関するもの 選考調書（平成25年度）
教育研究支援部教育研究支援課総合
教育科学系事務係

2013年度 2014年4月1日 無期限
電子:共有サー
バー内

事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 人事 採用等に関するもの 大学院資格認定調書
教育研究支援部教育研究支援課総合
教育科学系事務係

2013年度 2014年4月1日 無期限
電子:共有サー
バー内

事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 会計 概算要求に関する決裁文書 歳出概算要求書
教育研究支援部教育研究支援課総合
教育科学系事務係

2014年度 2015年4月1日 10年 2024年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成26年度実地指導講師出勤簿
教育研究支援部教育研究支援課総合
教育科学系事務係

2014年度 2015年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成26年度非常勤講師出勤簿
教育研究支援部教育研究支援課総合
教育科学系事務係

2014年度 2015年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 管理・運営
教育，研究及び事務組織の設
置並びに改廃に関するもの

教室構成員関係
教育研究支援部教育研究支援課総合
教育科学系事務係

2014年度 2015年4月1日 30年 2044年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

勤務時間記録簿（非常勤）（平成26年度）
教育研究支援部教育研究支援課総合
教育科学系事務係

2014年度 2015年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 人事 採用等に関するもの 教員選考委員会関係（平成26年度）
教育研究支援部教育研究支援課総合
教育科学系事務係

2014年度 2015年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 人事 採用等に関するもの 大学院選考委員会
教育研究支援部教育研究支援課総合
教育科学系事務係

2014年度 2015年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 人事 採用等に関するもの 選考調書（平成26年度）
教育研究支援部教育研究支援課総合
教育科学系事務係

2014年度 2015年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 人事 採用等に関するもの 大学院資格認定調書
教育研究支援部教育研究支援課総合
教育科学系事務係

2014年度 2015年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 人事 採用等に関するもの 教員任免関係（平成26年度）
教育研究支援部教育研究支援課総合
教育科学系事務係

2014年度 2015年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 会計 概算要求に関する決裁文書 施設整備費等概算要求書
教育研究支援部教育研究支援課総合
教育科学系事務係

2014年度 2015年4月1日 10年 2024年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 管理・運営 教授会の記録に関するもの 教授会資料（平成26年度）
教育研究支援部教育研究支援課総合
教育科学系事務係

2014年度 2015年4月1日 30年 2044年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 人事 役付職員の選挙に関するもの 選挙関係
教育研究支援部教育研究支援課総合
教育科学系事務係

2014年度 2015年4月1日 10年 2024年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 人事 採用等に関するもの 選考調書（平成26年度）
教育研究支援部教育研究支援課総合
教育科学系事務係

2014年度 2015年4月1日 無期限
電子:共有サー
バー内

事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 人事 採用等に関するもの 大学院資格認定調書
教育研究支援部教育研究支援課総合
教育科学系事務係

2014年度 2015年4月1日 無期限
電子:共有サー
バー内

事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成27年度実地指導講師出勤簿
教育研究支援部教育研究支援課総合
教育科学系事務係

2015年度 2016年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成27年度非常勤講師出勤簿
教育研究支援部教育研究支援課総合
教育科学系事務係

2015年度 2016年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 管理・運営
教育，研究及び事務組織の設
置並びに改廃に関するもの

教室構成員関係
教育研究支援部教育研究支援課総合
教育科学系事務係

2015年度 2016年4月1日 30年 2045年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

勤務時間記録簿（非常勤）（平成27年度）
教育研究支援部教育研究支援課総合
教育科学系事務係

2015年度 2016年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 人事 採用等に関するもの 教員選考委員会関係（平成27年度）
教育研究支援部教育研究支援課総合
教育科学系事務係

2015年度 2016年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 人事 採用等に関するもの 大学院選考委員会
教育研究支援部教育研究支援課総合
教育科学系事務係

2015年度 2016年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 人事 採用等に関するもの 選考調書（平成27年度）
教育研究支援部教育研究支援課総合
教育科学系事務係

2015年度 2016年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 人事 採用等に関するもの 大学院資格認定調書
教育研究支援部教育研究支援課総合
教育科学系事務係

2015年度 2016年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 人事 採用等に関するもの 教員任免関係（平成27年度）
教育研究支援部教育研究支援課総合
教育科学系事務係

2015年度 2016年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 会計 概算要求に関する決裁文書 施設整備費等概算要求書
教育研究支援部教育研究支援課総合
教育科学系事務係

2015年度 2016年4月1日 10年 2025年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 管理・運営 教授会の記録に関するもの 教授会資料（平成27年度）
教育研究支援部教育研究支援課総合
教育科学系事務係

2015年度 2016年4月1日 30年 2045年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 人事 役付職員の選挙に関するもの 選挙関係
教育研究支援部教育研究支援課総合
教育科学系事務係

2015年度 2016年4月1日 10年 2025年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 人事 採用等に関するもの 選考調書（平成27年度）
教育研究支援部教育研究支援課総合
教育科学系事務係

2015年度 2016年4月1日 無期限
電子:共有サー
バー内

事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 人事 採用等に関するもの 大学院資格認定調書
教育研究支援部教育研究支援課総合
教育科学系事務係

2015年度 2016年4月1日 無期限
電子:共有サー
バー内

事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成28年度実地指導講師出勤簿
教育研究支援部教育研究支援課総合
教育科学系事務係

2016年度 2017年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成28年度非常勤講師出勤簿
教育研究支援部教育研究支援課総合
教育科学系事務係

2016年度 2017年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 管理・運営
教育，研究及び事務組織の設
置並びに改廃に関するもの

教室構成員関係
教育研究支援部教育研究支援課総合
教育科学系事務係

2016年度 2017年4月1日 30年 2046年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

勤務時間記録簿（非常勤）（平成28年度）
教育研究支援部教育研究支援課総合
教育科学系事務係

2016年度 2017年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 人事 採用等に関するもの 教員選考委員会関係（平成28年度）
教育研究支援部教育研究支援課総合
教育科学系事務係

2016年度 2017年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 人事 採用等に関するもの 大学院選考委員会
教育研究支援部教育研究支援課総合
教育科学系事務係

2016年度 2017年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 人事 採用等に関するもの 選考調書（平成28年度）
教育研究支援部教育研究支援課総合
教育科学系事務係

2016年度 2017年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 人事 採用等に関するもの 大学院資格認定調書
教育研究支援部教育研究支援課総合
教育科学系事務係

2016年度 2017年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 人事 採用等に関するもの 教員任免関係（平成28年度）
教育研究支援部教育研究支援課総合
教育科学系事務係

2016年度 2017年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 会計 概算要求に関する決裁文書 施設整備費等概算要求書
教育研究支援部教育研究支援課総合
教育科学系事務係

2016年度 2017年4月1日 10年 2026年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 管理・運営 教授会の記録に関するもの 教授会資料（平成28年度）
教育研究支援部教育研究支援課総合
教育科学系事務係

2016年度 2017年4月1日 30年 2046年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 人事 役付職員の選挙に関するもの 選挙関係
教育研究支援部教育研究支援課総合
教育科学系事務係

2016年度 2017年4月1日 10年 2026年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 人事 採用等に関するもの 選考調書（平成28年度）
教育研究支援部教育研究支援課総合
教育科学系事務係

2016年度 2017年4月1日 無期限
電子:共有サー
バー内

事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 人事 採用等に関するもの 大学院資格認定調書
教育研究支援部教育研究支援課総合
教育科学系事務係

2016年度 2017年4月1日 無期限
電子:共有サー
バー内

事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 管理・運営 各種統計調査に関するもの 勤労統計調査報告書（平成29年）
教育研究支援部教育研究支援課総合
教育科学系事務係

2017年 2018年1月1日 5年 2022年末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成29年度実地指導講師出勤簿
教育研究支援部教育研究支援課総合
教育科学系事務係

2017年度 2018年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成29年度非常勤講師出勤簿
教育研究支援部教育研究支援課総合
教育科学系事務係

2017年度 2018年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 管理・運営
教育，研究及び事務組織の設
置並びに改廃に関するもの

教室構成員関係
教育研究支援部教育研究支援課総合
教育科学系事務係

2017年度 2018年4月1日 30年 2047年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 人事 勤務時間記録簿 勤務時間記録簿（常勤）（平成29年度）
教育研究支援部教育研究支援課総合
教育科学系事務係

2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

勤務時間記録簿（非常勤）（平成29年度）
教育研究支援部教育研究支援課総合
教育科学系事務係

2017年度 2018年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 人事 健康・安全管理に関するもの PRTR対象物質関係
教育研究支援部教育研究支援課総合
教育科学系事務係

2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 人事 採用等に関するもの 教員選考委員会関係（平成29年度）
教育研究支援部教育研究支援課総合
教育科学系事務係

2017年度 2018年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 人事 採用等に関するもの 大学院選考委員会
教育研究支援部教育研究支援課総合
教育科学系事務係

2017年度 2018年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 人事 採用等に関するもの 選考調書（平成29年度）
教育研究支援部教育研究支援課総合
教育科学系事務係

2017年度 2018年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 人事 採用等に関するもの 大学院資格認定調書
教育研究支援部教育研究支援課総合
教育科学系事務係

2017年度 2018年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 人事 採用等に関するもの 教員任免関係（平成29年度）
教育研究支援部教育研究支援課総合
教育科学系事務係

2017年度 2018年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 会計
会計書類として5年保存が必
要であると認めるもの（諸謝金
事前伺及び支出申請）

諸謝金事前伺及び支出申請（平成29年度）
教育研究支援部教育研究支援課総合
教育科学系事務係

2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 研究協力
科学研究費補助金の申請等
に関するもの

科学研究費補助金等分担者承諾書
教育研究支援部教育研究支援課総合
教育科学系事務係

2017年度 2018年4月1日 研究終了後5年 2022年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 研究協力
科学研究費補助金の申請等
に関するもの

科学研究費補助金関係（平成29年度）
教育研究支援部教育研究支援課総合
教育科学系事務係

2017年度 2018年4月1日 研究終了後5年 2022年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 施設
工事請負契約に関するもの
（瑕疵の修補等の請求の際に
必要となるものを除く。）

修繕工事要望書（平成29年度）
教育研究支援部教育研究支援課総合
教育科学系事務係

2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄
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備考

総合 会計 契約伺いに関する決裁文書 役務関係契約依頼書
教育研究支援部教育研究支援課総合
教育科学系事務係

2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 会計 概算要求に関する決裁文書 施設整備費等概算要求書
教育研究支援部教育研究支援課総合
教育科学系事務係

2017年度 2018年4月1日 10年 2027年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 会計
予算（追加）配分要求書に関
する決裁文書

教育研究整備充実費・実験実習等経費・若手教員等研究支援費・
学生引率実地指導旅費

教育研究支援部教育研究支援課総合
教育科学系事務係

2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 研究協力
研究員の受入審査に関するも
の

研究員関係綴（平成29年度）
教育研究支援部教育研究支援課総合
教育科学系事務係

2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 研究協力
研究員の受入審査に関するも
の

外国人研究員受入関係
教育研究支援部教育研究支援課総合
教育科学系事務係

2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 研究協力
寄附金の受入審査に関するも
の

寄附金関係（平成29年度）
教育研究支援部教育研究支援課総合
教育科学系事務係

2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 管理・運営 教授会の記録に関するもの 教授会資料（平成29年度）
教育研究支援部教育研究支援課総合
教育科学系事務係

2017年度 2018年4月1日 30年 2047年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 人事 役付職員の選挙に関するもの 選挙関係
教育研究支援部教育研究支援課総合
教育科学系事務係

2017年度 2018年4月1日 10年 2027年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 会計 予算（追加）配分通知書 予算配分通知書（平成29年度）
教育研究支援部教育研究支援課総合
教育科学系事務係

2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 会計
予算（追加）配分要求書に関
する決裁文書

予算要求書
教育研究支援部教育研究支援課総合
教育科学系事務係

2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 会計 旅行命令簿 旅行命令伺（平成29年度）
教育研究支援部教育研究支援課総合
教育科学系事務係

2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 会計 旅行命令簿 公務外出申請書（平成29年度）
教育研究支援部教育研究支援課総合
教育科学系事務係

2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 会計 旅行命令簿 講師等旅費（平成29年度）
教育研究支援部教育研究支援課総合
教育科学系事務係

2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 管理・運営 各種委員会に関するもの 各種委員会関係（平成29年度）
教育研究支援部教育研究支援課総合
教育科学系事務係

2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 人事 採用等に関するもの 選考調書（平成29年度）
教育研究支援部教育研究支援課総合
教育科学系事務係

2017年度 2018年4月1日 無期限
電子:共有サー
バー内

事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 人事 採用等に関するもの 大学院資格認定調書
教育研究支援部教育研究支援課総合
教育科学系事務係

2017年度 2018年4月1日 無期限
電子:共有サー
バー内

事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 管理・運営 各種統計調査に関するもの 勤労統計調査報告書（平成30年）
教育研究支援部教育研究支援課総合
教育科学系事務係

2018年 2019年1月1日 5年 2023年末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成30年度非常勤講師出勤簿（実地指導講師含む）
教育研究支援部学系支援課総合教育
科学系事務係

2018年度 2019年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 管理・運営
教育，研究及び事務組織の設
置並びに改廃に関するもの

教室構成員関係
教育研究支援部学系支援課総合教育
科学系事務係

2018年度 2019年4月1日 30年 2048年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 人事 勤務時間記録簿 勤務時間記録簿（常勤）（平成30年度）
教育研究支援部学系支援課総合教育
科学系事務係

2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

勤務時間記録簿（非常勤）（平成30年度）
教育研究支援部学系支援課総合教育
科学系事務係

2018年度 2019年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 人事 健康・安全管理に関するもの PRTR対象物質関係
教育研究支援部学系支援課総合教育
科学系事務係

2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 人事 採用等に関するもの 教員選考委員会関係（平成30年度）
教育研究支援部学系支援課総合教育
科学系事務係

2018年度 2019年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 人事 採用等に関するもの 大学院選考委員会
教育研究支援部学系支援課総合教育
科学系事務係

2018年度 2019年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 人事 採用等に関するもの 選考調書（平成30年度）
教育研究支援部学系支援課総合教育
科学系事務係

2018年度 2019年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 人事 採用等に関するもの 大学院資格認定調書
教育研究支援部学系支援課総合教育
科学系事務係

2018年度 2019年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 人事 採用等に関するもの 教員任免関係（平成30年度）
教育研究支援部学系支援課総合教育
科学系事務係

2018年度 2019年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 会計
会計書類として5年保存が必
要であると認めるもの（諸謝金
事前伺及び支出申請）

諸謝金事前伺及び支出申請（平成30年度）
教育研究支援部学系支援課総合教育
科学系事務係

2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 研究協力
科学研究費補助金の申請等
に関するもの

科学研究費補助金等分担者承諾書
教育研究支援部学系支援課総合教育
科学系事務係

2018年度 2019年4月1日 研究終了後5年 2023年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 研究協力
科学研究費補助金の申請等
に関するもの

科学研究費補助金関係（平成30年度）
教育研究支援部学系支援課総合教育
科学系事務係

2018年度 2019年4月1日 研究終了後5年 2023年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 施設
工事請負契約に関するもの
（瑕疵の修補等の請求の際に
必要となるものを除く。）

修繕工事要望書（平成30年度）
教育研究支援部学系支援課総合教育
科学系事務係

2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 会計 契約伺いに関する決裁文書 役務関係契約依頼書
教育研究支援部学系支援課総合教育
科学系事務係

2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 会計 概算要求に関する決裁文書 施設整備費等概算要求書
教育研究支援部学系支援課総合教育
科学系事務係

2018年度 2019年4月1日 10年 2028年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 会計
予算（追加）配分要求書に関
する決裁文書

教育研究整備充実費・実験実習等経費・若手教員等研究支援費・
学生引率実地指導旅費

教育研究支援部学系支援課総合教育
科学系事務係

2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 研究協力
研究員の受入審査に関するも
の

研究員関係綴（平成30年度）
教育研究支援部学系支援課総合教育
科学系事務係

2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 研究協力
研究員の受入審査に関するも
の

外国人研究員受入関係
教育研究支援部学系支援課総合教育
科学系事務係

2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 研究協力
寄附金の受入審査に関するも
の

寄附金関係（平成30年度）
教育研究支援部学系支援課総合教育
科学系事務係

2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 管理・運営 教授会の記録に関するもの 教授会資料（平成30年度）
教育研究支援部学系支援課総合教育
科学系事務係

2018年度 2019年4月1日 30年 2048年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 人事 役付職員の選挙に関するもの 選挙関係
教育研究支援部学系支援課総合教育
科学系事務係

2018年度 2019年4月1日 10年 2028年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 会計 予算（追加）配分通知書 予算配分通知書（平成30年度）
教育研究支援部学系支援課総合教育
科学系事務係

2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 会計
予算（追加）配分要求書に関
する決裁文書

予算要求書
教育研究支援部学系支援課総合教育
科学系事務係

2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 会計 旅行命令簿 旅行命令伺（平成30年度）
教育研究支援部学系支援課総合教育
科学系事務係

2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 会計 旅行命令簿 公務外出申請書（平成30年度）
教育研究支援部学系支援課総合教育
科学系事務係

2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 会計 旅行命令簿 講師等旅費（平成30年度）
教育研究支援部学系支援課総合教育
科学系事務係

2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 管理・運営 各種委員会に関するもの 各種委員会関係（平成30年度）
教育研究支援部学系支援課総合教育
科学系事務係

2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 人事 採用等に関するもの 選考調書（平成30年度）
教育研究支援部学系支援課総合教育
科学系事務係

2018年度 2019年4月1日 無期限
電子:共有サー
バー内

事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 人事 採用等に関するもの 大学院資格認定調書
教育研究支援部学系支援課総合教育
科学系事務係

2018年度 2019年4月1日 無期限
電子:共有サー
バー内

事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 人事
休暇簿等の給与簿に関するも
の

休暇簿（常勤）（平成31年）
財務・研究推進部学系支援課総合教
育科学系事務係

2019年 2020年1月1日 3年 2022年末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄 休暇簿のみ【年】で管理

総合 人事
休暇簿等の給与簿に関するも
の

休暇簿（非常勤職員）（平成31年）
財務・研究推進部学系支援課総合教
育科学系事務係

2019年 2020年1月1日 3年 2022年末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄 休暇簿のみ【年】で管理

総合 人事
特殊勤務手当・超過勤務手当
に関するもの

特殊勤務手当整理簿・超過勤務整理簿
財務・研究推進部学系支援課総合教
育科学系事務係

2019年度 2020年4月1日 3年 2022年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 人事
休暇簿等の給与簿に関するも
の

勤務日及び勤務時間表
財務・研究推進部学系支援課総合教
育科学系事務係

2019年度 2020年4月1日 3年 2022年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成31年度非常勤講師出勤簿（実地指導講師含む）
財務・研究推進部学系支援課総合教
育科学系事務係

2019年度 2020年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 管理・運営
教育，研究及び事務組織の設
置並びに改廃に関するもの

教室構成員関係
財務・研究推進部学系支援課総合教
育科学系事務係

2019年度 2020年4月1日 30年 2049年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 人事 勤務時間記録簿 勤務時間記録簿（常勤）（平成31年度）
財務・研究推進部学系支援課総合教
育科学系事務係

2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 人事 勤務時間記録簿（非常勤） 勤務時間記録簿（非常勤）（平成31年度）
財務・研究推進部学系支援課総合教
育科学系事務係

2019年度 2020年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 人事
勤務実績及び業績に関するも
の

服務状況調査表（平成31年度）
財務・研究推進部学系支援課総合教
育科学系事務係

2019年度 2020年4月1日 3年 2022年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 人事 兼業に関するもの 兼業関係文書（平成31年度）
財務・研究推進部学系支援課総合教
育科学系事務係

2019年度 2020年4月1日 兼業終了後3年 2022年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 人事 兼業に関するもの 講師派遣（平成31年度）
財務・研究推進部学系支援課総合教
育科学系事務係

2019年度 2020年4月1日 兼業終了後3年 2022年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 人事 健康・安全管理に関するもの PRTR対象物質関係
財務・研究推進部学系支援課総合教
育科学系事務係

2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 人事 研修に関するもの 研究専念期間申請関係（平成31年度）
財務・研究推進部学系支援課総合教
育科学系事務係

2019年度 2020年4月1日 3年 2022年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 人事 研修に関するもの 研修願（平成31年度）
財務・研究推進部学系支援課総合教
育科学系事務係

2019年度 2020年4月1日 3年 2022年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄
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部局名 １）大分類 ２）中分類 ３）小分類（法人文書ファイル名） ４）作成・取得者
５）作成・取得年度
等

６）起算日 ７）保存期間
８）保存期間
    満了時期

９）媒体の種別 10）保存場所 11）管理担当課・係
12)保存期間満
了時の措置

備考

総合 人事 採用等に関するもの 教員選考委員会関係（平成31年度）
財務・研究推進部学系支援課総合教
育科学系事務係

2019年度 2020年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 人事 採用等に関するもの 大学院選考委員会
財務・研究推進部学系支援課総合教
育科学系事務係

2019年度 2020年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 人事 採用等に関するもの 選考調書（平成31年度）
財務・研究推進部学系支援課総合教
育科学系事務係

2019年度 2020年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 人事 採用等に関するもの 大学院資格認定調書
財務・研究推進部学系支援課総合教
育科学系事務係

2019年度 2020年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 人事 採用等に関するもの 教員任免関係（平成31年度）
財務・研究推進部学系支援課総合教
育科学系事務係

2019年度 2020年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 人事 採用等に関するもの（非常勤） 実地指導講師任免関係（平成31年度）
財務・研究推進部学系支援課総合教
育科学系事務係

2019年度 2020年4月1日 3年 2022年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 人事 採用等に関するもの（非常勤） 非常勤講師任免関係（平成31年度）
財務・研究推進部学系支援課総合教
育科学系事務係

2019年度 2020年4月1日 3年 2022年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 人事 採用等に関するもの（非常勤） 非常勤職員関係（平成31年度）
財務・研究推進部学系支援課総合教
育科学系事務係

2019年度 2020年4月1日 3年 2022年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 会計
会計書類として5年保存が必
要であると認めるもの（諸謝金
事前伺及び支出申請）

諸謝金事前伺及び支出申請（平成31年度）
財務・研究推進部学系支援課総合教
育科学系事務係

2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 研究協力
科学研究費補助金の申請等
に関するもの

科学研究費補助金関係（平成31年度）
財務・研究推進部学系支援課総合教
育科学系事務係

2019年度 2020年4月1日 研究終了後5年 2024年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 施設
工事請負契約に関するもの
（瑕疵の修補等の請求の際に
必要となるものを除く。）

修繕工事要望書（平成31年度）
財務・研究推進部学系支援課総合教
育科学系事務係

2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 会計 契約伺いに関する決裁文書 役務関係契約依頼書
財務・研究推進部学系支援課総合教
育科学系事務係

2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 会計 概算要求に関する決裁文書 施設整備費等概算要求書
財務・研究推進部学系支援課総合教
育科学系事務係

2019年度 2020年4月1日 10年 2029年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 会計
予算（追加）配分要求書に関
する決裁文書

教育研究整備充実費・実験実習等経費・若手教員等研究支援費・
学生引率実地指導旅費

財務・研究推進部学系支援課総合教
育科学系事務係

2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 研究協力
研究員の受入審査に関するも
の

研究員関係綴（平成31年度）
財務・研究推進部学系支援課総合教
育科学系事務係

2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 研究協力
研究員の受入審査に関するも
の

外国人研究員受入関係
財務・研究推進部学系支援課総合教
育科学系事務係

2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 研究協力
寄附金の受入審査に関するも
の

寄附金関係（平成31年度）
財務・研究推進部学系支援課総合教
育科学系事務係

2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 管理・運営 教授会の記録に関するもの 教授会資料（平成31年度）
財務・研究推進部学系支援課総合教
育科学系事務係

2019年度 2020年4月1日 30年 2049年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 人事 役付職員の選挙に関するもの 選挙関係
財務・研究推進部学系支援課総合教
育科学系事務係

2019年度 2020年4月1日 10年 2029年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 会計 予算（追加）配分通知書 予算配分通知書（平成31年度）
財務・研究推進部学系支援課総合教
育科学系事務係

2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 会計
予算（追加）配分要求書に関
する決裁文書

予算要求書
財務・研究推進部学系支援課総合教
育科学系事務係

2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 会計 旅行命令簿 旅行命令伺（平成31年度）
財務・研究推進部学系支援課総合教
育科学系事務係

2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 会計 旅行命令簿 公務外出申請書（平成31年度）
財務・研究推進部学系支援課総合教
育科学系事務係

2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 会計 旅行命令簿 講師等旅費（平成31年度）
財務・研究推進部学系支援課総合教
育科学系事務係

2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 人事 海外渡航に関するもの 海外渡航関係綴（平成31年度）
財務・研究推進部学系支援課総合教
育科学系事務係

2019年度 2020年4月1日 3年 2022年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 管理・運営 各種委員会に関するもの 各種委員会関係（平成31年度）
財務・研究推進部学系支援課総合教
育科学系事務係

2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 人事 採用等に関するもの 選考調書（平成30年度）
財務・研究推進部学系支援課総合教
育科学系事務係

2019年度 2020年4月1日 無期限
電子:共有サー
バー内

事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 人事 採用等に関するもの 大学院資格認定調書
財務・研究推進部学系支援課総合教
育科学系事務係

2019年度 2020年4月1日 無期限
電子:共有サー
バー内

事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 管理・運営 教授会の記録に関するもの 総合教育科学系教授会資料（令和２年度）
財務・研究推進部学系支援課学系第
一係

2020年度 2021年4月1日 30年 2050年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 人事 採用等に関するもの 総合　教員人事関係（採用・昇任・辞職）
財務・研究推進部学系支援課学系第
一係

2020年度 2021年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 人事 採用等に関するもの 大学院選考委員会
財務・研究推進部学系支援課学系第
一係

2020年度 2021年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 人事 採用等に関するもの（非常勤）
（非常勤講師・実地指導講師）任免関係（総合教育科学系）
（令和２年度）

財務・研究推進部学系支援課学系第
一係

2020年度 2021年4月1日 3年 2023年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 人事 採用等に関するもの（非常勤） 特任教員関係（総合・人文）（令和２年度）
財務・研究推進部学系支援課学系第
一係

2020年度 2021年4月1日 3年 2023年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄 人文社会科学系にも記載

総合 会計 旅行命令簿 旅行命令伺（令和２年度）
財務・研究推進部学系支援課学系第
一係

2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 会計 旅行命令簿 用務外出申請書（令和２年度）
財務・研究推進部学系支援課学系第
一係

2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 会計
会計書類として5年保存が必
要であると認めるもの（諸謝金
事前伺及び支出申請）

諸謝金事前伺及び支出申請（令和２年度）
財務・研究推進部学系支援課学系第
一係

2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 会計 契約伺いに関する決裁文書 役務関係契約依頼書
財務・研究推進部学系支援課学系第
一係

2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 会計 資産台帳 資産台帳（教育学講座）
財務・研究推進部学系支援課学系第
一係

2021年度 2022年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 会計 資産台帳 資産台帳（特別支援科学講座）
財務・研究推進部学系支援課学系第
一係

2021年度 2022年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 会計 資産台帳 資産台帳（教育心理学講座）
財務・研究推進部学系支援課学系第
一係

2021年度 2022年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 会計 資産台帳 資産台帳（生活科学講座）
財務・研究推進部学系支援課学系第
一係

2021年度 2022年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 会計 資産台帳 資産台帳（総合教育科学系事務係）
財務・研究推進部学系支援課学系第
一係

2021年度 2022年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 会計 資産台帳 資産台帳（幼児教育学分野）
財務・研究推進部学系支援課学系第
一係

2021年度 2022年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 会計
予算（追加）配分要求書に関
する決裁文書

予算要求書
財務・研究推進部学系支援課学系第
一係

2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 会計
予算（追加）配分要求書に関
する決裁文書

教育研究整備充実費・実験実習等経費・若手教員等研究支援費・
学生引率実地指導旅費

財務・研究推進部学系支援課学系第
一係

2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 施設
工事請負契約に関するもの
（瑕疵の修補等の請求の際に
必要となるものを除く。）

修繕工事要望書（令和２年度）
財務・研究推進部学系支援課学系第
一係

2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 会計 概算要求に関する決裁文書 施設整備費等概算要求書
財務・研究推進部学系支援課学系第
一係

2020年度 2021年4月1日 10年 2030年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 研究協力
研究員の受入審査に関するも
の

研究員関係綴（令和２年度）
財務・研究推進部学系支援課学系第
一係

2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 研究協力
寄附金の受入審査に関するも
の

寄附金関係（令和２年度）
財務・研究推進部学系支援課学系第
一係

2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 人事 役付職員の選挙に関するもの 選挙関係
財務・研究推進部学系支援課学系第
一係

2020年度 2021年4月1日 10年 2030年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 管理・運営 各種委員会に関するもの 各種委員会関係（令和２年度）
財務・研究推進部学系支援課学系第
一係

2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

特任教員・非常勤職員・実地指導講師出勤簿（総合教育科学系）
財務・研究推進部学系支援課学系第
一係

2020年度 2021年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 管理・運営 教授会の記録に関するもの 総合教育科学系教授会資料（令和３年度）
財務・研究推進部学系支援課学系第
一係

2021年度 2022年4月1日 30年 2051年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 人事 採用等に関するもの 総合　教員人事関係（採用・昇任・辞職）
財務・研究推進部学系支援課学系第
一係

2021年度 2022年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 人事 採用等に関するもの（非常勤） 特任教員関係（総合・人文）（令和３年度）
財務・研究推進部学系支援課学系第
一係

2021年度 2022年4月1日 3年 2024年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄 人文社会科学系にも記載

総合 人事 採用等に関するもの（非常勤）
（非常勤講師・実地指導講師）任免関係（総合教育科学系）
（令和３年度）

財務・研究推進部学系支援課学系第
一係

2021年度 2022年4月1日 3年 2024年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

（特任・特命教員・実地指導講師）出勤簿（総合・人文）
（令和３年度）

財務・研究推進部学系支援課学系第
一係

2021年度 2022年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄 人文社会科学系にも記載

総合 人事 役付職員の選挙に関するもの 選挙関係
財務・研究推進部学系支援課学系第
一係

2021年度 2022年4月1日 10年 2031年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 会計 旅行命令簿 旅行命令伺（令和３年度）
財務・研究推進部学系支援課学系第
一係

2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 会計 旅行命令簿 用務外出申請書（令和３年度）
財務・研究推進部学系支援課学系第
一係

2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 会計
会計書類として5年保存が必
要であると認めるもの（諸謝金
事前伺及び支出申請）

諸謝金事前伺及び支出申請（令和３年度）
財務・研究推進部学系支援課学系第
一係

2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄
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備考

総合 会計
予算（追加）配分要求書に関
する決裁文書

予算要求書
財務・研究推進部学系支援課学系第
一係

2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 電子情報 ＯＰＳ内
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 会計
予算（追加）配分要求書に関
する決裁文書

教育研究整備充実費・実験実習等経費・学生引率実地指導旅費
財務・研究推進部学系支援課学系第
一係

2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 電子情報 ＯＰＳ内
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 施設
工事請負契約に関するもの
（瑕疵の修補等の請求の際に
必要となるものを除く。）

修繕工事要望書（令和３年度）
財務・研究推進部学系支援課学系第
一係

2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 研究協力
研究員の受入審査に関するも
の

研究員関係綴（令和３年度）
財務・研究推進部学系支援課学系第
一係

2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

総合 管理・運営 各種委員会に関するもの 各種委員会関係（令和３年度）
財務・研究推進部学系支援課学系第
一係

2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 電子情報 ＯＰＳ内
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

人文 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成12年度実地指導講師出勤簿 教育学部第一事務係 2000年度 2001年4月1日 無期限 紙 倉庫
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

人文 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成12年度非常勤講師出勤簿 教育学部第一事務係 2000年度 2001年4月1日 無期限 紙 倉庫
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

人文 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成12年度非常勤職員出勤簿 教育学部第一事務係 2000年度 2001年4月1日 無期限 紙 倉庫
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

人文 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

出勤簿（実地指導講師平成13年度） 教育学部第一事務係 2001年度 2002年4月1日 無期限 紙 倉庫
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

人文 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

出勤簿（非常勤講師平成13年度） 教育学部第一事務係 2001年度 2002年4月1日 無期限 紙 倉庫
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

人文 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

出勤簿（非常勤職員平成13年度） 教育学部第一事務係 2001年度 2002年4月1日 無期限 紙 倉庫
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

人文 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

出勤簿（実地指導講師平成14年度） 教育学部第一事務係 2002年度 2003年4月1日 無期限 紙 倉庫
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

人文 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

出勤簿（非常勤講師平成14年度） 教育学部第一事務係 2002年度 2003年4月1日 無期限 紙 倉庫
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

人文 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

出勤簿（非常勤職員平成14年度） 教育学部第一事務係 2002年度 2003年4月1日 無期限 紙 倉庫
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

人文 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

出勤簿（実地指導講師平成15年度） 教育学部第一事務係 2003年度 2004年4月1日 無期限 紙 倉庫
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

人文 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

出勤簿（非常勤講師平成15年度） 教育学部第一事務係 2003年度 2004年4月1日 無期限 紙 倉庫
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

人文 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

出勤簿（非常勤職員平成15年度） 教育学部第一事務係 2003年度 2004年4月1日 無期限 紙 倉庫
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

人文 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

出勤簿（非常勤講師平成16年度）
総務部学系支援課人文社会科学系事
務係

2004年度 2005年4月1日 無期限 紙 倉庫
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

人文 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

出勤簿（非常勤職員平成16年度）
総務部学系支援課人文社会科学系事
務係

2004年度 2005年4月1日 無期限 紙 倉庫
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

人文 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

出勤簿（非常勤講師平成17年度）
総務部学系支援課人文社会科学系事
務係

2005年度 2006年4月1日 無期限 紙 倉庫
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

人文 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

出勤簿（非常勤職員平成17年度）
総務部学系支援課人文社会科学系事
務係

2005年度 2006年4月1日 無期限 紙 倉庫
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

人文 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

出勤簿（非常勤講師平成18年度）
総務部学系支援課人文社会科学系事
務係

2006年度 2006年4月1日 無期限 紙 倉庫
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

人文 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

出勤簿（非常勤職員平成18年度）
総務部学系支援課人文社会科学系事
務係

2006年度 2006年4月1日 無期限 紙 倉庫
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

人文 管理・運営 教授会の記録に関するもの 教授会資料（平成19年度）
教育研究支援部教育研究支援課人文
社会科学系事務係

2007年度 2008年4月1日 30年 2037年度末 紙 倉庫
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

人文 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

勤務時間（始業・終業時刻）記録簿（平成19年度：非常勤職員）
教育研究支援部教育研究支援課人文
社会科学系事務係

2007年度 2008年4月1日 無期限 紙 倉庫
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

人文 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

出勤簿（平成19年度：特任教員，非常勤講師，実地指導講師）
教育研究支援部教育研究支援課人文
社会科学系事務係

2007年度 2008年4月1日 無期限 紙 倉庫
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

人文 会計 資産台帳 資産台帳（人文社会科学系）
教育研究支援部教育研究支援課人文
社会科学系事務係

2007年度 2008年4月1日 無期限 紙 倉庫
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

人文 管理・運営 教授会の記録に関するもの 教授会資料（平成20年度）
教育研究支援部教育研究支援課人文
社会科学系事務係

2008年度 2009年4月1日 30年 2038年度末 紙 倉庫
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

人文 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

勤務時間（始業・終業時刻）記録簿（平成20年度：非常勤職員）
教育研究支援部教育研究支援課人文
社会科学系事務係

2008年度 2009年4月1日 無期限 紙 倉庫
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

人文 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

出勤簿（平成20年度：特任教員，非常勤講師，実地指導講師）
教育研究支援部教育研究支援課人文
社会科学系事務係

2008年度 2009年4月1日 無期限 紙 倉庫
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

人文 会計 資産台帳 資産台帳（人文社会科学系）
教育研究支援部教育研究支援課人文
社会科学系事務係

2008年度 2009年4月1日 無期限 紙 倉庫
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

人文 管理・運営 教授会の記録に関するもの 教授会資料（平成21年度）
教育研究支援部教育研究支援課人文
社会科学系事務係

2009年度 2010年4月1日 30年 2039年度末 紙 倉庫
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

人文 人事 採用等に関するもの 教員選考委員会（平成21年度）
教育研究支援部教育研究支援課人文
社会科学系事務係

2009年度 2010年4月1日 無期限 紙 倉庫
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

人文 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

勤務時間（始業・終業時刻）記録簿（平成21年度：非常勤職員）
教育研究支援部教育研究支援課人文
社会科学系事務係

2009年度 2010年4月1日 無期限 紙 倉庫
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

人文 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

出勤簿（平成21年度：特任教員，非常勤講師，実地指導講師）
教育研究支援部教育研究支援課人文
社会科学系事務係

2009年度 2010年4月1日 無期限 紙 倉庫
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

人文 会計 資産台帳 資産台帳（人文社会科学系）
教育研究支援部教育研究支援課人文
社会科学系事務係

2009年度 2010年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

人文 管理・運営 教授会の記録に関するもの 教授会資料（平成22年度）
教育研究支援部教育研究支援課人文
社会科学系事務係

2010年度 2011年4月1日 30年 2040年度末 紙 倉庫
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

人文 人事 採用等に関するもの 教員選考委員会（平成22年度）
教育研究支援部教育研究支援課人文
社会科学系事務係

2010年度 2011年4月1日 無期限 紙 倉庫
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

人文 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

勤務時間（始業・終業時刻）記録簿（平成22年度：非常勤職員）
教育研究支援部教育研究支援課人文
社会科学系事務係

2010年度 2011年4月1日 無期限 紙 倉庫
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

人文 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

出勤簿（平成22年度：特任教員，非常勤講師，実地指導講師）
教育研究支援部教育研究支援課人文
社会科学系事務係

2010年度 2011年4月1日 無期限 紙 倉庫
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

人文 会計 資産台帳 資産台帳（人文社会科学系）
教育研究支援部教育研究支援課人文
社会科学系事務係

2010年度 2011年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

人文 管理・運営 教授会の記録に関するもの 教授会資料（平成23年度）
教育研究支援部教育研究支援課人文
社会科学系事務係

2011年度 2012年4月1日 30年 2041年度末 紙 倉庫
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

人文 人事 採用等に関するもの 教員選考委員会（平成23年度）
教育研究支援部教育研究支援課人文
社会科学系事務係

2011年度 2012年4月1日 無期限 紙 倉庫
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

人文 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

勤務時間（始業・終業時刻）記録簿（平成23年度：非常勤職員）
教育研究支援部教育研究支援課人文
社会科学系事務係

2011年度 2012年4月1日 無期限 紙 倉庫
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

人文 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

出勤簿（平成23年度：特任教員，非常勤講師，実地指導講師）
教育研究支援部教育研究支援課人文
社会科学系事務係

2011年度 2012年4月1日 無期限 紙 倉庫
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

人文 会計 資産台帳 資産台帳（人文社会科学系）
教育研究支援部教育研究支援課人文
社会科学系事務係

2011年度 2012年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

人文 管理・運営 教授会の記録に関するもの 教授会資料（平成24年度）
教育研究支援部教育研究支援課人文
社会科学系事務係

2012年度 2013年4月1日 30年 2042年度末 紙 倉庫
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

人文 人事 採用等に関するもの 教員選考委員会（平成24年度）
教育研究支援部教育研究支援課人文
社会科学系事務係

2012年度 2013年4月1日 無期限 紙 倉庫
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

人文 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

勤務時間（始業・終業時刻）記録簿（平成24年度：非常勤職員）
教育研究支援部教育研究支援課人文
社会科学系事務係

2012年度 2013年4月1日 無期限 紙 倉庫
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

人文 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

出勤簿（平成24年度：特任教員，非常勤講師，実地指導講師）
教育研究支援部教育研究支援課人文
社会科学系事務係

2012年度 2013年4月1日 無期限 紙 倉庫
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

人文 会計 概算要求に関する決裁文書 施設整備費概算要求書（平成24年度）
教育研究支援部教育研究支援課人文
社会科学系事務係

2012年度 2013年4月1日 10年 2022年度末 紙 倉庫
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

人文 会計 資産台帳 資産台帳（人文社会科学系）
教育研究支援部教育研究支援課人文
社会科学系事務係

2012年度 2013年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

人文 管理・運営 教授会の記録に関するもの 教授会資料（平成25年度）
教育研究支援部学系支援課人文社会
科学系事務係

2013年度 2014年4月1日 30年 2043年度末 紙 倉庫
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

人文 人事 採用等に関するもの 教員選考委員会（平成25年度）
教育研究支援部学系支援課人文社会
科学系事務係

2013年度 2014年4月1日 無期限 紙 倉庫
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

人文 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

勤務時間（始業・終業時刻）記録簿（平成25年度：非常勤職員）
教育研究支援部学系支援課人文社会
科学系事務係

2013年度 2014年4月1日 無期限 紙 倉庫
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

人文 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

出勤簿（平成25年度：特任教員，非常勤講師，実地指導講師）
教育研究支援部学系支援課人文社会
科学系事務係

2013年度 2014年4月1日 無期限 紙 倉庫
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

人文 会計 概算要求に関する決裁文書 施設整備費概算要求書（平成25年度）
教育研究支援部学系支援課人文社会
科学系事務係

2013年度 2014年4月1日 10年 2023年度末 紙 倉庫
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

人文 会計 資産台帳 資産台帳（人文社会科学系）
教育研究支援部学系支援課人文社会
科学系事務係

2013年度 2014年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

人文 管理・運営 教授会の記録に関するもの 教授会資料（平成26年度）
教育研究支援部学系支援課人文社会
科学系事務係

2014年度 2015年4月1日 30年 2044年度末 紙 倉庫
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

人文 人事 採用等に関するもの 教員選考委員会（平成26年度）
教育研究支援部学系支援課人文社会
科学系事務係

2014年度 2015年4月1日 無期限 紙 倉庫
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

人文 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

勤務時間（始業・終業時刻）記録簿（平成26年度：非常勤職員）
教育研究支援部学系支援課人文社会
科学系事務係

2014年度 2015年4月1日 無期限 紙 倉庫
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄
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人文 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

出勤簿（平成26年度：特任教員，非常勤講師，実地指導講師）
教育研究支援部学系支援課人文社会
科学系事務係

2014年度 2015年4月1日 無期限 紙 倉庫
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

人文 会計 概算要求に関する決裁文書 施設整備費概算要求書（平成26年度）
教育研究支援部学系支援課人文社会
科学系事務係

2014年度 2015年4月1日 10年 2024年度末 紙 倉庫
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

人文 会計 資産台帳 資産台帳（人文社会科学系）
教育研究支援部学系支援課人文社会
科学系事務係

2014年度 2015年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

人文 管理・運営 教授会の記録に関するもの 教授会資料（平成27年度）
教育研究支援部学系支援課人文社会
科学系事務係

2015年度 2016年4月1日 30年 2045年度末 紙 倉庫
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

人文 人事 採用等に関するもの 教員選考委員会（平成27年度）
教育研究支援部学系支援課人文社会
科学系事務係

2015年度 2016年4月1日 無期限 紙 倉庫
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

人文 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

勤務時間（始業・終業時刻）記録簿（平成27年度：非常勤職員）
教育研究支援部学系支援課人文社会
科学系事務係

2015年度 2016年4月1日 無期限 紙 倉庫
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

人文 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

出勤簿（平成27年度：特任教員，非常勤講師，実地指導講師）
教育研究支援部学系支援課人文社会
科学系事務係

2015年度 2016年4月1日 無期限 紙 倉庫
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

人文 会計 概算要求に関する決裁文書 施設整備費概算要求書（平成27年度）
教育研究支援部学系支援課人文社会
科学系事務係

2015年度 2016年4月1日 10年 2025年度末 紙 倉庫
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

人文 会計 資産台帳 資産台帳（人文社会科学系）
教育研究支援部学系支援課人文社会
科学系事務係

2015年度 2016年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

人文 人事 採用等に関するもの 教員選考委員会（平成28年度）
教育研究支援部学系支援課人文社会
科学系事務係

2016年度 2017年4月1日 無期限 紙 倉庫
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

人文 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

出勤簿（平成28年度：特任教員，非常勤講師，実地指導講師）
教育研究支援部学系支援課人文社会
科学系事務係

2016年度 2017年4月1日 無期限 紙 倉庫
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

人文 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

勤務時間（始業・終業時刻）記録簿（平成28年度：非常勤職員）
教育研究支援部学系支援課人文社会
科学系事務係

2016年度 2017年4月1日 無期限 紙 倉庫
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

人文 会計 資産台帳 資産台帳（人文社会科学系）
教育研究支援部学系支援課人文社会
科学系事務係

2016年度 2017年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

人文 管理・運営 教授会の記録に関するもの 教授会資料（平成28年度）
教育研究支援部学系支援課人文社会
科学系事務係

2016年度 2017年4月1日 30年 2046年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

人文 会計 概算要求に関する決裁文書 施設整備費概算要求書（平成28年度）
教育研究支援部学系支援課人文社会
科学系事務係

2016年度 2017年4月1日 10年 2026年度末 紙 倉庫
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

人文 人事 採用等に関するもの 教員選考委員会（平成29年度）
教育研究支援部学系支援課人文社会
科学系事務係

2017年度 2018年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

人文 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

出勤簿（平成29年度：特任教員，非常勤講師，実地指導講師）
教育研究支援部学系支援課人文社会
科学系事務係

2017年度 2018年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

人文 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

勤務時間（始業・終業時刻）記録簿（平成29年度：非常勤職員）
教育研究支援部学系支援課人文社会
科学系事務係

2017年度 2018年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

人文 会計 資産台帳 資産台帳（人文社会科学系）
教育研究支援部学系支援課人文社会
科学系事務係

2017年度 2018年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

人文 管理・運営 教授会の記録に関するもの 教授会資料（平成29年度）
教育研究支援部学系支援課人文社会
科学系事務係

2017年度 2018年4月1日 30年 2047年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

人文 会計 概算要求に関する決裁文書 施設整備費概算要求書（平成29年度）
教育研究支援部学系支援課人文社会
科学系事務係

2017年度 2018年4月1日 10年 2027年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

人文 管理・運営 各種委員会に関するもの 各種委員会委員選出関係（平成29年度）
教育研究支援部学系支援課人文社会
科学系事務係

2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

人文 人事 基準給与簿 基準給与簿（平成29年度）
教育研究支援部学系支援課人文社会
科学系事務係

2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 倉庫
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

人文 人事 勤務時間記録簿 勤務状況申告書（平成29年度：常勤教員）
教育研究支援部学系支援課人文社会
科学系事務係

2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

人文 人事 勤務時間記録簿
勤務時間（始業・終業時刻）記録簿（平成29年度：常勤職員，外国
人教師）

教育研究支援部学系支援課人文社会
科学系事務係

2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

人文 人事
特殊勤務手当・超過勤務手当
に関するもの

超過勤務・特殊勤務手当等整理簿（平成29年度）
教育研究支援部学系支援課人文社会
科学系事務係

2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

人文 人事 勤務時間記録簿 勤務日及び勤務時間表（平成29年度）
教育研究支援部学系支援課人文社会
科学系事務係

2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

人文 人事
勤務実績及び業績に関するも
の

服務状況調査表（平成29年度）
教育研究支援部学系支援課人文社会
科学系事務係

2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

人文 人事
外国人教師の雇用に関するも
の

外国人教師関係（平成29年度）
教育研究支援部学系支援課人文社会
科学系事務係

2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

人文 会計 旅行命令簿 旅行命令伺（平成29年度）
教育研究支援部学系支援課人文社会
科学系事務係

2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

人文 会計 旅行命令簿 公務外出申請書（平成29年度）
教育研究支援部学系支援課人文社会
科学系事務係

2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

人文 会計 物品購入依頼書 物品購入依頼書（平成29年度）
教育研究支援部学系支援課人文社会
科学系事務係

2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

人文 研究協力
研究員受入における審査に関
するもの

研究員関係（平成29年度）
教育研究支援部学系支援課人文社会
科学系事務係

2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

人文 研究助成 各種研究助成に関するもの 研究助成関係（平成29年度）
教育研究支援部学系支援課人文社会
科学系事務係

2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

人文 研究協力 産学連携等に関するもの 産学連携関係（平成29年度）
教育研究支援部学系支援課人文社会
科学系事務係

2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

人文 会計 予算（追加）配分通知書 予算配分通知・振替書（平成29年度）
教育研究支援部学系支援課人文社会
科学系事務係

2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

人文 会計
予算（追加）配分要求書に関
する決裁文書

事業計画書（平成29年度）
教育研究支援部学系支援課人文社会
科学系事務係

2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

人文 会計
科学研究費補助金の申請等
に関するもの

科学研究費補助金関係（平成29年度）
教育研究支援部学系支援課人文社会
科学系事務係

2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

人文 研究協力

奨学寄附金の受入審査に準
ずるものであって，5年保存が
必要であると認めるもの（奨学
寄付金関係）

奨学寄付金関係（平成29年度）
教育研究支援部学系支援課人文社会
科学系事務係

2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

人文 会計
会計書類として5年保存が必
要であると認めるもの（諸謝金
事前伺及び支出申請）

謝金にかかる伺書（平成29年度）
教育研究支援部学系支援課人文社会
科学系事務係

2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

人文 会計 物品異動に関する決裁文書 物品異動報告書（人文社会科学系）
教育研究支援部学系支援課人文社会
科学系事務係

2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

人文 会計 物品異動に関する決裁文書 物品返納報告書（人文社会科学系）
教育研究支援部学系支援課人文社会
科学系事務係

2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

人文 人事 採用等に関するもの 教員選考委員会（平成30年度）
教育研究支援部学系支援課人文社会
科学系事務係

2018年度 2019年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

人文 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

出勤簿（平成30年度：特任教員，非常勤講師，実地指導講師）
教育研究支援部学系支援課人文社会
科学系事務係

2018年度 2019年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

人文 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

勤務時間（始業・終業時刻）記録簿（平成30年度：非常勤職員）
教育研究支援部学系支援課人文社会
科学系事務係

2018年度 2019年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

人文 会計 資産台帳 資産台帳（人文社会科学系）
教育研究支援部学系支援課人文社会
科学系事務係

2018年度 2019年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

人文 管理・運営 教授会の記録に関するもの 教授会資料（平成30年度）
教育研究支援部学系支援課人文社会
科学系事務係

2018年度 2019年4月1日 30年 2048年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

人文 会計 概算要求に関する決裁文書 施設整備費概算要求書（平成30年度）
教育研究支援部学系支援課人文社会
科学系事務係

2018年度 2019年4月1日 10年 2028年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

人文 管理・運営 各種委員会に関するもの 各種委員会委員選出関係（平成30年度）
教育研究支援部学系支援課人文社会
科学系事務係

2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

人文 人事 勤務時間記録簿 勤務状況申告書（平成30年度：常勤教員）
教育研究支援部学系支援課人文社会
科学系事務係

2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

人文 人事 勤務時間記録簿
勤務時間（始業・終業時刻）記録簿（平成30年度：常勤職員，外国
人教師）

教育研究支援部学系支援課人文社会
科学系事務係

2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

人文 人事
特殊勤務手当・超過勤務手当
に関するもの

超過勤務・特殊勤務手当等整理簿（平成30年度）
教育研究支援部学系支援課人文社会
科学系事務係

2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

人文 人事 勤務時間記録簿 勤務日及び勤務時間表（平成30年度）
教育研究支援部学系支援課人文社会
科学系事務係

2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

人文 人事
勤務実績及び業績に関するも
の

服務状況調査表（平成30年度）
教育研究支援部学系支援課人文社会
科学系事務係

2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

人文 人事
外国人教師の雇用に関するも
の

外国人教師関係（平成30年度）
教育研究支援部学系支援課人文社会
科学系事務係

2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

人文 会計 旅行命令簿 旅行命令伺（平成30年度）
教育研究支援部学系支援課人文社会
科学系事務係

2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

人文 会計 旅行命令簿 公務外出申請書（平成30年度）
教育研究支援部学系支援課人文社会
科学系事務係

2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

人文 会計 物品購入依頼書 物品購入依頼書（平成30年度）
教育研究支援部学系支援課人文社会
科学系事務係

2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

人文 研究協力
研究員受入における審査に関
するもの

研究員関係（平成30年度）
教育研究支援部学系支援課人文社会
科学系事務係

2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

人文 研究助成 各種研究助成に関するもの 研究助成関係（平成30年度）
教育研究支援部学系支援課人文社会
科学系事務係

2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

人文 研究協力 産学連携等に関するもの 産学連携関係（平成30年度）
教育研究支援部学系支援課人文社会
科学系事務係

2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄
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部局名 １）大分類 ２）中分類 ３）小分類（法人文書ファイル名） ４）作成・取得者
５）作成・取得年度
等

６）起算日 ７）保存期間
８）保存期間
    満了時期

９）媒体の種別 10）保存場所 11）管理担当課・係
12)保存期間満
了時の措置

備考

人文 会計 予算（追加）配分通知書 予算配分通知・振替書（平成30年度）
教育研究支援部学系支援課人文社会
科学系事務係

2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

人文 会計
予算（追加）配分要求書に関
する決裁文書

事業計画書（平成30年度）
教育研究支援部学系支援課人文社会
科学系事務係

2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

人文 会計
科学研究費補助金の申請等
に関するもの

科学研究費補助金関係（平成30年度）
教育研究支援部学系支援課人文社会
科学系事務係

2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

人文 研究協力

奨学寄附金の受入審査に準
ずるものであって，5年保存が
必要であると認めるもの（奨学
寄付金関係）

奨学寄付金関係（平成30年度）
教育研究支援部学系支援課人文社会
科学系事務係

2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

人文 会計
会計書類として5年保存が必
要であると認めるもの（諸謝金
事前伺及び支出申請）

謝金にかかる伺書（平成30年度）
教育研究支援部学系支援課人文社会
科学系事務係

2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

人文 会計 物品異動に関する決裁文書 物品異動報告書（人文社会科学系）
教育研究支援部学系支援課人文社会
科学系事務係

2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

人文 会計 物品異動に関する決裁文書 物品返納報告書（人文社会科学系）
教育研究支援部学系支援課人文社会
科学系事務係

2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

人文 人事 採用等に関するもの 教員選考委員会（平成31年度）
財務・研究推進部学系支援課人文社
会科学系事務係

2019年度 2020年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

人文 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

出勤簿（平成31年度：特任教員，非常勤講師，実地指導講師）
財務・研究推進部学系支援課人文社
会科学系事務係

2019年度 2020年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

人文 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

勤務時間（始業・終業時刻）記録簿（平成31年度：非常勤職員）
財務・研究推進部学系支援課人文社
会科学系事務係

2019年度 2020年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

人文 会計 資産台帳 資産台帳（人文社会科学系）
財務・研究推進部学系支援課人文社
会科学系事務係

2019年度 2020年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

人文 管理・運営 教授会の記録に関するもの 教授会資料（平成31年度）
財務・研究推進部学系支援課人文社
会科学系事務係

2019年度 2020年4月1日 30年 2049年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

人文 会計 概算要求に関する決裁文書 施設整備費概算要求書（平成31年度）
財務・研究推進部学系支援課人文社
会科学系事務係

2019年度 2020年4月1日 10年 2029年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

人文 管理・運営 各種委員会に関するもの 各種委員会委員選出関係（平成31年度）
財務・研究推進部学系支援課人文社
会科学系事務係

2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

人文 人事 勤務時間記録簿 勤務状況申告書（平成31年度：常勤教員）
財務・研究推進部学系支援課人文社
会科学系事務係

2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

人文 人事 勤務時間記録簿
勤務時間（始業・終業時刻）記録簿（平成31年度：常勤職員，外国
人教師）

財務・研究推進部学系支援課人文社
会科学系事務係

2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

人文 人事
特殊勤務手当・超過勤務手当
に関するもの

超過勤務・特殊勤務手当等整理簿（平成31年度）
財務・研究推進部学系支援課人文社
会科学系事務係

2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

人文 人事 勤務時間記録簿 勤務日及び勤務時間表（平成31年度）
財務・研究推進部学系支援課人文社
会科学系事務係

2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

人文 人事
勤務実績及び業績に関するも
の

服務状況調査表（平成31年度）
財務・研究推進部学系支援課人文社
会科学系事務係

2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

人文 人事
外国人教師の雇用に関するも
の

外国人教師関係（平成31年度）
財務・研究推進部学系支援課人文社
会科学系事務係

2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

人文 会計 旅行命令簿 旅行命令伺（平成31年度）
財務・研究推進部学系支援課人文社
会科学系事務係

2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

人文 会計 旅行命令簿 公務外出申請書（平成31年度）
財務・研究推進部学系支援課人文社
会科学系事務係

2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

人文 会計 物品購入依頼書 物品購入依頼書（平成31年度）
財務・研究推進部学系支援課人文社
会科学系事務係

2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

人文 研究協力
研究員受入における審査に関
するもの

研究員関係（平成31年度）
財務・研究推進部学系支援課人文社
会科学系事務係

2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

人文 研究助成 各種研究助成に関するもの 研究助成関係（平成31年度）
財務・研究推進部学系支援課人文社
会科学系事務係

2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

人文 研究協力 産学連携等に関するもの 産学連携関係（平成31年度）
財務・研究推進部学系支援課人文社
会科学系事務係

2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

人文 会計 予算（追加）配分通知書 予算配分通知・振替書（平成31年度）
財務・研究推進部学系支援課人文社
会科学系事務係

2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

人文 会計
予算（追加）配分要求書に関
する決裁文書

事業計画書（平成31年度）
財務・研究推進部学系支援課人文社
会科学系事務係

2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

人文 会計
科学研究費補助金の申請等
に関するもの

科学研究費補助金関係（平成31年度）
財務・研究推進部学系支援課人文社
会科学系事務係

2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

人文 研究協力

奨学寄附金の受入審査に準
ずるものであって，5年保存が
必要であると認めるもの（奨学
寄付金関係）

奨学寄付金関係（平成31年度）
財務・研究推進部学系支援課人文社
会科学系事務係

2019年度 2020年4月1日 5年  2024年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

人文 会計
会計書類として5年保存が必
要であると認めるもの（諸謝金
事前伺及び支出申請）

謝金にかかる伺書（平成31年度）
財務・研究推進部学系支援課人文社
会科学系事務係

2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

人文 会計 物品異動に関する決裁文書 物品異動報告書（人文社会科学系）
財務・研究推進部学系支援課人文社
会科学系事務係

2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

人文 会計 物品異動に関する決裁文書 物品返納報告書（人文社会科学系）
財務・研究推進部学系支援課人文社
会科学系事務係

2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

人文 人事 採用等に関するもの（非常勤） 採用関係（平成31年度：特任教員）
財務・研究推進部学系支援課人文社
会科学系事務係

2019年度 2020年4月1日 3年 2022年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

人文 人事 採用等に関するもの（非常勤） 採用関係（平成31年度：非常勤講師）
財務・研究推進部学系支援課人文社
会科学系事務係

2019年度 2020年4月1日 3年 2022年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

人文 人事 採用等に関するもの（非常勤） 採用関係（平成31年度：実地指導講師）
財務・研究推進部学系支援課人文社
会科学系事務係

2019年度 2020年4月1日 3年 2022年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

人文 人事 研修に関するもの 研修願（平成31年度）
財務・研究推進部学系支援課人文社
会科学系事務係

2019年度 2020年4月1日 3年  2022年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

人文 人事 研修に関するもの 研修専念期間申請関係（平成31年度）
財務・研究推進部学系支援課人文社
会科学系事務係

2019年度 2020年4月1日 3年 2022年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

人文 人事 海外渡航に関するもの 海外渡航関係（平成31年度）
財務・研究推進部学系支援課人文社
会科学系事務係

2019年度 2020年4月1日 3年 2022年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

人文 人事
採用等に関するものに準ずる
ものであって，3年保存が必要
であると認めるもの

教員公募関係(平成31年度）
財務・研究推進部学系支援課人文社
会科学系事務係

2019年度 2020年4月1日 3年 2022年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

人文 人事 兼業に関するもの 兼業関係（平成31年度）
財務・研究推進部学系支援課人文社
会科学系事務係

2019年度 2020年4月1日 兼業終了後3年 2022年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

人文 人事 兼業に関するもの 講師派遣関係（平成31年度）
財務・研究推進部学系支援課人文社
会科学系事務係

2019年度 2020年4月1日 兼業終了後3年 2022年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

人文 人事
休暇簿等の給与簿に関するも
の

休暇簿（平成31年：常勤教員・事務係）
財務・研究推進部学系支援課人文社
会科学系事務係

2019年 2020年1月1日 3年 2022年末 紙 倉庫
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

人文 人事
休暇簿等の給与簿に関するも
の

休暇簿（平成31年：非常勤講師）
財務・研究推進部学系支援課人文社
会科学系事務係

2019年 2020年1月1日 3年 2022年末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

人文 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

特任教員・非常勤職員・実地指導講師出勤簿（人文社会科学系）
財務・研究推進部学系支援課学系第
一係

2020年度 2021年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

人文 会計 資産台帳 資産台帳（人文社会科学系）
財務・研究推進部学系支援課学系第
一係

2020年度 2021年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

人文 管理・運営 教授会の記録に関するもの 教授会資料（令和２年度）
財務・研究推進部学系支援課学系第
一係

2020年度 2021年4月1日 30年 2050年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

人文 会計 概算要求に関する決裁文書 施設整備費概算要求書（令和２年度）
財務・研究推進部学系支援課学系第
一係

2020年度 2021年4月1日 10年 2030年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

人文 管理・運営 各種委員会に関するもの 各種委員会委員選出関係（令和２年度）
財務・研究推進部学系支援課学系第
一係

2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

人文 人事 勤務時間記録簿 勤務時間（始業・終業時刻）記録簿（令和２年度：外国人教師）
財務・研究推進部学系支援課学系第
一係

2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

人文 会計 旅行命令簿 旅行命令伺（令和２年度）
財務・研究推進部学系支援課学系第
一係

2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

人文 会計 旅行命令簿 用務外出申請書（令和２年度）
財務・研究推進部学系支援課学系第
一係

2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

人文 会計 物品購入依頼書 物品購入依頼書（令和２年度）
財務・研究推進部学系支援課学系第
一係

2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

人文 研究協力
研究員受入における審査に関
するもの

研究員関係（令和２年度）
財務・研究推進部学系支援課学系第
一係

2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

人文 研究助成 各種研究助成に関するもの 研究助成関係（令和２年度）
財務・研究推進部学系支援課学系第
一係

2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 電子情報 ＯＰＳ内
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

人文 会計 予算（追加）配分通知書 予算配分通知・振替書（令和２年度）
財務・研究推進部学系支援課学系第
一係

2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 電子情報 ＯＰＳ内
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

人文 会計
予算（追加）配分要求書に関
する決裁文書

事業計画書（令和２年度）
財務・研究推進部学系支援課学系第
一係

2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

人文 会計
会計書類として5年保存が必
要であると認めるもの（諸謝金
事前伺及び支出申請）

謝金にかかる伺書（令和２年度）
財務・研究推進部学系支援課学系第
一係

2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

人文 会計 物品異動に関する決裁文書 物品異動報告書（人文社会科学系）
財務・研究推進部学系支援課学系第
一係

2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

人文 会計 物品異動に関する決裁文書 物品返納報告書（人文社会科学系）
財務・研究推進部学系支援課学系第
一係

2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

人文 人事 採用等に関するもの 人文　教員人事関係（採用・昇任・辞職）
財務・研究推進部学系支援課学系第
一係

2020年度 2021年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄
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部局名 １）大分類 ２）中分類 ３）小分類（法人文書ファイル名） ４）作成・取得者
５）作成・取得年度
等

６）起算日 ７）保存期間
８）保存期間
    満了時期

９）媒体の種別 10）保存場所 11）管理担当課・係
12)保存期間満
了時の措置

備考

人文 人事 採用等に関するもの（非常勤） 特任教員関係（総合・人文）（令和２年度）
財務・研究推進部学系支援課学系第
一係

2020年度 2021年4月1日 3年 2023年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄 総合教育科学系にも記載

人文 人事 採用等に関するもの（非常勤） 非常勤講師・実地指導講師任免関係（人文社会科学系）
財務・研究推進部学系支援課学系第
一係

2020年度 2021年4月1日 3年 2023年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

人文 管理・運営 教授会の記録に関するもの 人文社会科学系教授会資料（令和３年度）
財務・研究推進部学系支援課学系第
一係

2021年度 2022年4月1日 30年 2051年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

人文 人事 採用等に関するもの 人文　教員人事関係（採用・昇任・辞職）
財務・研究推進部学系支援課学系第
一係

2021年度 2022年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

人文 人事 採用等に関するもの（非常勤） 特任教員関係（総合・人文）（令和３年度）
財務・研究推進部学系支援課学系第
一係

2021年度 2022年4月1日 3年 2024年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄 総合教育科学系にも記載

人文 人事 採用等に関するもの（非常勤） 非常勤講師・実地指導講師任免関係（人文社会科学系）
財務・研究推進部学系支援課学系第
一係

2021年度 2022年4月1日 3年 2024年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

人文 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

（特任・特命教員・実地指導講師）出勤簿（総合・人文）
（令和３年度）

財務・研究推進部学系支援課学系第
一係

2021年度 2022年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄 総合教育科学系にも記載

人文 人事 勤務時間記録簿 勤務時間（始業・終業時刻）記録簿（令和３年度：外国人教師）
財務・研究推進部学系支援課学系第
一係

2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

人文 人事 役付職員の選挙に関するもの 選挙関係
財務・研究推進部学系支援課学系第
一係

2021年度 2022年4月1日 10年 2031年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

人文 管理・運営 各種委員会に関するもの 各種委員会委員選出関係（令和３年度）
財務・研究推進部学系支援課学系第
一係

2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 電子情報 ＯＰＳ内
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

人文 会計
予算（追加）配分要求書に関
する決裁文書

事業計画書（令和３年度）
財務・研究推進部学系支援課学系第
一係

2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 電子情報 ＯＰＳ内
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

人文 会計 予算（追加）配分通知書 予算配分通知・振替書（令和３年度）
財務・研究推進部学系支援課学系第
一係

2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 電子情報 ＯＰＳ内
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

人文 会計 資産台帳 資産台帳（人文社会科学系）
財務・研究推進部学系支援課学系第
一係

2021年度 2022年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

人文 会計 物品異動に関する決裁文書 物品異動報告書（人文社会科学系）
財務・研究推進部学系支援課学系第
一係

2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

人文 会計 物品異動に関する決裁文書 物品返納報告書（人文社会科学系）
財務・研究推進部学系支援課学系第
一係

2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

人文 会計 旅行命令簿 旅行命令伺（令和３年度）
財務・研究推進部学系支援課学系第
一係

2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

人文 会計 旅行命令簿 用務外出申請書（令和３年度）
財務・研究推進部学系支援課学系第
一係

2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

人文 会計 物品購入依頼書 物品購入依頼書（令和３年度）
財務・研究推進部学系支援課学系第
一係

2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

人文 会計
会計書類として5年保存が必
要であると認めるもの（諸謝金
事前伺及び支出申請）

謝金にかかる伺書（令和３年度）
財務・研究推進部学系支援課学系第
一係

2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

人文 研究協力
研究員受入における審査に関
するもの

研究員関係（令和３年度）
財務・研究推進部学系支援課学系第
一係

2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第一
係

廃棄

自然 人事 実地指導講師出勤簿 平成12年度実地指導講師出勤簿 教育学部第三事務係 2000年度 2001年4月1日 無期限 紙 倉庫
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

自然 人事 非常勤講師出勤簿 平成12年度非常勤講師出勤簿 教育学部第三事務係 2000年度 2001年4月1日 無期限 紙 倉庫
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

自然 人事 非常勤職員出勤簿 平成12年度非常勤職員出勤簿 教育学部第三事務係 2000年度 2001年4月1日 無期限 紙 倉庫
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

自然 人事 出勤簿（非常勤用） 平成14年度出勤簿（非常勤用） 教育学部第三事務係 2002年度 2003年4月1日 無期限 紙 倉庫
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

自然 人事
特別定期健康診断（放射線作
業従事者）関係で無期限保存
が必要であると認めるもの

特別定期健康診断（放射線作業従事者）関係 教育学部第三事務係 2002年度 2003年4月1日 無期限 紙 倉庫
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

自然 人事 出勤簿（非常勤用） 平成14年度出勤簿（非常勤用） 教育学部第三事務係 2002年度 2003年4月1日 無期限 紙 倉庫
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

自然 人事
特別定期健康診断（放射線作
業従事者）関係で無期限保存
が必要であると認めるもの

特別定期健康診断（放射線作業従事者）関係 教育学部第三事務係 2002年度 2003年4月1日 無期限 紙 倉庫
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

自然 人事 出勤簿（非常勤用） 平成15年出勤簿（非常勤用） 第三事務係 2003年 2004年1月1日 無期限 紙 倉庫
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

自然 人事
特別定期健康診断（放射線作
業従事者）関係で無期限保存
が必要であると認めるもの

特別定期健康診断（放射線作業従事者）関係 第三事務係 2003年度 2004年4月1日 無期限 紙 倉庫
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

自然 人事 出勤簿（非常勤用） 平成16年出勤簿（非常勤用） 総務部学系支援課自然科学系事務係 2004年度 2005年4月1日 無期限 紙 倉庫
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

自然 人事
特別定期健康診断（放射線作
業従事者）関係で無期限保存
が必要であると認めるもの

特別定期健康診断（放射線作業従事者）関係 総務部学系支援課自然科学系事務係 2004年度 2005年4月1日 無期限 紙 倉庫
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

自然 人事 出勤簿（非常勤用） 平成17年出勤簿（非常勤用） 総務部学系支援課自然科学系事務係 2005年度 2006年4月1日 無期限 紙 倉庫
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

自然 会計 資産台帳 資産台帳（自然科学系事務係） 総務部学系支援課自然科学系事務係 2005年度 2006年4月1日 無期限 紙 倉庫
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

自然 会計 資産台帳 資産台帳（数学講座） 総務部学系支援課自然科学系事務係 2005年度 2006年4月1日 無期限 紙 倉庫
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

自然 会計 資産台帳 資産台帳（基礎自然科学講座） 総務部学系支援課自然科学系事務係 2005年度 2006年4月1日 無期限 紙 倉庫
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

自然 会計 資産台帳 資産台帳（広域自然科学講座） 総務部学系支援課自然科学系事務係 2005年度 2006年4月1日 無期限 紙 倉庫
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

自然 会計 資産台帳 資産台帳（技術・情報科学講座） 総務部学系支援課自然科学系事務係 2005年度 2006年4月1日 無期限 紙 倉庫
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

自然 人事
特別定期健康診断（放射線作
業従事者）関係で無期限保存
が必要であると認めるもの

特別定期健康診断（放射線作業従事者）関係 総務部学系支援課自然科学系事務係 2005年度 2006年4月1日 無期限 紙 倉庫
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

自然 人事 出勤簿（非常勤用） 平成18年出勤簿（非常勤用） 総務部学系支援課自然科学系事務係 2006年度 2007年4月1日 無期限 紙 倉庫
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

自然 人事
特別定期健康診断（放射線作
業従事者）関係で無期限保存
が必要であると認めるもの

特別定期健康診断（放射線作業従事者）関係 総務部学系支援課自然科学系事務係 2006年度 2007年4月1日 無期限 紙 倉庫
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

自然 管理・運営 教授会の記録に関するもの 教授会（平成19年度）
教育研究支援部教育研究支援課自然
科学系事務係

2007年度 2008年4月1日 30年 2037年度末 紙 倉庫
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

自然 人事 出勤簿（非常勤（特任）講師） 出勤簿（平成19年度：非常勤（特任）講師）
教育研究支援部教育研究支援課自然
科学系事務係

2007年度 2008年4月1日 無期限 紙 倉庫
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

自然 人事
勤務時間記録簿（非常勤職
員）

勤務時間記録簿（平成19年度：非常勤職員）
教育研究支援部教育研究支援課自然
科学系事務係

2007年度 2008年4月1日 無期限 紙 倉庫
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

自然 会計 資産台帳 資産台帳（平成19年度）
教育研究支援部教育研究支援課自然
科学系事務係

2007年度 2008年4月1日 無期限 紙 倉庫
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

自然 管理・運営
国際規制物資・申請承認文書
で無期限保存が必要であると
認めるもの

国際規制物資・申請承認文書（平成19年度）
教育研究支援部教育研究支援課自然
科学系事務係

2007年度 2008年4月1日 無期限 紙 倉庫
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

自然 人事
特別定期健康診断（放射線作
業従事者）関係で無期限保存
が必要であると認めるもの

特別定期健康診断（放射線作業従事者）関係(平成19年度）
教育研究支援部教育研究支援課自然
科学系事務係

2007年度 2008年4月1日 無期限 紙 倉庫
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

自然 管理・運営 教授会の記録に関するもの 教授会（平成20年度）
教育研究支援部教育研究支援課自然
科学系事務係

2008年度 2009年4月1日 30年
2038年度末

紙 倉庫
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

自然 人事 出勤簿（非常勤（特任）講師） 出勤簿（平成20年度：非常勤（特任）講師）
教育研究支援部教育研究支援課自然
科学系事務係

2008年度 2009年4月1日 無期限 紙 倉庫
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

自然 人事
勤務時間記録簿（非常勤職
員）

勤務時間記録簿（平成20年度：非常勤職員）
教育研究支援部教育研究支援課自然
科学系事務係

2008年度 2009年4月1日 無期限 紙 倉庫
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

自然 会計 資産台帳 資産台帳（平成20年度）
教育研究支援部教育研究支援課自然
科学系事務係

2008年度 2009年4月1日 無期限 紙 倉庫
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

自然 管理・運営
国際規制物資・申請承認文書
で無期限保存が必要であると
認めるもの

国際規制物資・申請承認文書（平成20年度）
教育研究支援部教育研究支援課自然
科学系事務係

2008年度 2009年4月1日 無期限 紙 倉庫
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

自然 人事
特別定期健康診断（放射線作
業従事者）関係で無期限保存
が必要であると認めるもの

特別定期健康診断（放射線作業従事者）関係(平成20年度）
教育研究支援部教育研究支援課自然
科学系事務係

2008年度 2009年4月1日 無期限 紙 倉庫
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

自然 管理・運営 教授会の記録に関するもの 教授会（平成21年度）
教育研究支援部教育研究支援課自然
科学系事務係

2009年度 2010年4月1日 30年
2039年度末

紙 倉庫
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

自然 人事 出勤簿（非常勤（特任）講師） 出勤簿（平成21年度：非常勤（特任）講師）
教育研究支援部教育研究支援課自然
科学系事務係

2009年度 2010年4月1日 無期限 紙 倉庫
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

自然 人事
勤務時間記録簿（非常勤職
員）

勤務時間記録簿（平成21年度：非常勤職員）
教育研究支援部教育研究支援課自然
科学系事務係

2009年度 2010年4月1日 無期限 紙 倉庫
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

自然 会計 資産台帳 資産台帳（平成21年度）
教育研究支援部教育研究支援課自然
科学系事務係

2009年度 2010年4月1日 無期限 紙 倉庫
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

自然 人事 教員人事・特任に関するもの 教員人事・特任（平成21年度）
教育研究支援部教育研究支援課自然
科学系事務係

2009年度 2010年4月1日 無期限 紙 倉庫
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

自然 管理・運営
国際規制物資・申請承認文書
で無期限保存が必要であると
認めるもの

国際規制物資・申請承認文書（平成21年度）
教育研究支援部教育研究支援課自然
科学系事務係

2009年度 2010年4月1日 無期限 紙 倉庫
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

自然 人事
特別定期健康診断（放射線作
業従事者）関係で無期限保存
が必要であると認めるもの

特別定期健康診断（放射線作業従事者）関係(平成21年度）
教育研究支援部教育研究支援課自然
科学系事務係

2009年度 2010年4月1日 無期限 紙 倉庫
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

自然 管理・運営 教授会の記録に関するもの 教授会（平成22年度）
教育研究支援部教育研究支援課自然
科学系事務係

2010年度 2011年4月1日 30年
2040年度末

紙 倉庫
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

自然 人事 出勤簿（非常勤（特任）講師） 出勤簿（平成22年度：非常勤（特任）講師）
教育研究支援部教育研究支援課自然
科学系事務係

2010年度 2011年4月1日 無期限 紙 倉庫
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄
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部局名 １）大分類 ２）中分類 ３）小分類（法人文書ファイル名） ４）作成・取得者
５）作成・取得年度
等

６）起算日 ７）保存期間
８）保存期間
    満了時期

９）媒体の種別 10）保存場所 11）管理担当課・係
12)保存期間満
了時の措置

備考

自然 人事
勤務時間記録簿（非常勤職
員）

勤務時間記録簿（平成22年度：非常勤職員）
教育研究支援部教育研究支援課自然
科学系事務係

2010年度 2011年4月1日 無期限 紙 倉庫
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

自然 会計 資産台帳 資産台帳（平成22年度）
教育研究支援部教育研究支援課自然
科学系事務係

2010年度 2011年4月1日 無期限 紙 倉庫
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

自然 人事 教員人事・特任に関するもの 教員人事・特任（平成22年度）
教育研究支援部教育研究支援課自然
科学系事務係

2010年度 2011年4月1日 無期限 紙 倉庫
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

自然 管理・運営
国際規制物資・申請承認文書
で無期限保存が必要であると
認めるもの

国際規制物資・申請承認文書（平成22年度）
教育研究支援部教育研究支援課自然
科学系事務係

2010年度 2011年4月1日 無期限 紙 倉庫
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

自然 人事
特別定期健康診断（放射線作
業従事者）関係で無期限保存
が必要であると認めるもの

特別定期健康診断（放射線作業従事者）関係(平成22年度）
教育研究支援部教育研究支援課自然
科学系事務係

2010年度 2011年4月1日 無期限 紙 倉庫
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

自然 管理・運営 教授会の記録に関するもの 教授会（平成23年度）
教育研究支援部教育研究支援課自然
科学系事務係

2011年度 2012年4月1日 30年 2041年度末 紙 倉庫
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

自然 人事 出勤簿（非常勤（特任）講師） 出勤簿（平成23年度：非常勤（特任）講師）
教育研究支援部教育研究支援課自然
科学系事務係

2011年度 2012年4月1日 無期限 紙 倉庫
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

自然 人事
勤務時間記録簿（非常勤職
員）

勤務時間記録簿（平成23年度：非常勤職員）
教育研究支援部教育研究支援課自然
科学系事務係

2011年度 2012年4月1日 無期限 紙 倉庫
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

自然 会計 資産台帳 資産台帳（平成23年度）
教育研究支援部教育研究支援課自然
科学系事務係

2011年度 2012年4月1日 無期限 紙 倉庫
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

自然 人事 教員人事・特任に関するもの 教員人事・特任（平成23年度）
教育研究支援部教育研究支援課自然
科学系事務係

2011年度 2012年4月1日 無期限 紙 倉庫
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

自然 管理・運営
国際規制物資・申請承認文書
で無期限保存が必要であると
認めるもの

国際規制物資・申請承認文書（平成23年度）
教育研究支援部教育研究支援課自然
科学系事務係

2011年度 2012年4月1日 無期限 紙 倉庫
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

自然 人事
特別定期健康診断（放射線作
業従事者）関係で無期限保存
が必要であると認めるもの

特別定期健康診断（放射線作業従事者）関係(平成23年度）
教育研究支援部教育研究支援課自然
科学系事務係

2011年度 2012年4月1日 無期限 紙 倉庫
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

自然 管理・運営 教授会の記録に関するもの 教授会（平成24年度）
教育研究支援部教育研究支援課自然
科学系事務係

2012年度 2013年4月1日 30年 2042年度末 紙 倉庫
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

自然 人事 出勤簿（非常勤（特任）講師） 出勤簿（平成24年度：非常勤（特任）講師）
教育研究支援部教育研究支援課自然
科学系事務係

2012年度 2013年4月1日 無期限 紙 倉庫
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

自然 人事
勤務時間記録簿（非常勤職
員）

勤務時間記録簿（平成24年度：非常勤職員）
教育研究支援部教育研究支援課自然
科学系事務係

2012年度 2013年4月1日 無期限 紙 倉庫
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

自然 会計 概算要求関係に関するもの 概算要求関係（平成24年度）
教育研究支援部教育研究支援課自然
科学系事務係

2012年度 2013年4月1日 10年 2022年度末 紙 倉庫
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

自然 会計
施設整備費概算要求に関する
もの

施設整備費概算要求（平成24年度）
教育研究支援部教育研究支援課自然
科学系事務係

2012年度 2013年4月1日 10年 2022年度末 紙 倉庫
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

自然 会計 資産台帳 資産台帳（平成24年度）
教育研究支援部教育研究支援課自然
科学系事務係

2012年度 2013年4月1日 無期限 紙 倉庫
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

自然 人事 教員人事・特任に関するもの 教員人事・特任（平成24年度）
教育研究支援部教育研究支援課自然
科学系事務係

2012年度 2013年4月1日 無期限 紙 倉庫
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

自然 管理・運営
国際規制物資・申請承認文書
で無期限保存が必要であると
認めるもの

国際規制物資・申請承認文書（平成24年度）
教育研究支援部教育研究支援課自然
科学系事務係

2012年度 2013年4月1日 無期限 紙 倉庫
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

自然 人事
特別定期健康診断（放射線作
業従事者）関係で無期限保存
が必要であると認めるもの

特別定期健康診断（放射線作業従事者）関係(平成24年度）
教育研究支援部教育研究支援課自然
科学系事務係

2012年度 2013年4月1日 無期限 紙 倉庫
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

自然 管理・運営 教授会の記録に関するもの 教授会（平成25年度）
教育研究支援部教育研究支援課自然
科学系事務係

2013年度 2014年4月1日 30年 2043年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

自然 人事 出勤簿（非常勤（特任）講師） 出勤簿（平成25年度：非常勤（特任）講師）
教育研究支援部教育研究支援課自然
科学系事務係

2013年度 2014年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

自然 人事
勤務時間記録簿（非常勤職
員）

勤務時間記録簿（平成25年度：非常勤職員）
教育研究支援部教育研究支援課自然
科学系事務係

2013年度 2014年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

自然 会計 概算要求関係に関するもの 概算要求関係（平成25年度）
教育研究支援部教育研究支援課自然
科学系事務係

2013年度 2014年4月1日 10年 2023年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

自然 会計
施設整備費概算要求に関する
もの

施設整備費概算要求（平成25年度）
教育研究支援部教育研究支援課自然
科学系事務係

2013年度 2014年4月1日 10年 2023年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

自然 会計 資産台帳 資産台帳（平成25年度）
教育研究支援部教育研究支援課自然
科学系事務係

2013年度 2014年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

自然 人事 教員人事・特任に関するもの 教員人事・特任（平成25年度）
教育研究支援部教育研究支援課自然
科学系事務係

2013年度 2014年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

自然 管理・運営
国際規制物資・申請承認文書
で無期限保存が必要であると
認めるもの

国際規制物資・申請承認文書（平成25年度）
教育研究支援部教育研究支援課自然
科学系事務係

2013年度 2014年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

自然 人事
特別定期健康診断（放射線作
業従事者）関係で無期限保存
が必要であると認めるもの

特別定期健康診断（放射線作業従事者）関係(平成25年度）
教育研究支援部教育研究支援課自然
科学系事務係

2013年度 2014年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

自然 管理・運営 教授会の記録に関するもの 教授会（平成26年度）
教育研究支援部学系支援課自然科学
系事務係

2014年度 2015年4月1日 30年 2044年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

自然 人事 出勤簿（非常勤（特任）講師） 出勤簿（平成26年度：非常勤（特任）講師）
教育研究支援部学系支援課自然科学
系事務係

2014年度 2015年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

自然 人事
勤務時間記録簿（非常勤職
員）

勤務時間記録簿（平成26年度：非常勤職員）
教育研究支援部学系支援課自然科学
系事務係

2014年度 2015年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

自然 会計 概算要求関係に関するもの 概算要求関係（平成26年度）
教育研究支援部学系支援課自然科学
系事務係

2014年度 2015年4月1日 10年 2024年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

自然 会計
施設整備費概算要求に関する
もの

施設整備費概算要求（平成26年度）
教育研究支援部学系支援課自然科学
系事務係

2014年度 2015年4月1日 10年 2024年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

自然 会計 資産台帳 資産台帳（平成26年度）
教育研究支援部学系支援課自然科学
系事務係

2014年度 2015年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

自然 人事 教員人事・特任に関するもの 教員人事・特任（平成26年度）
教育研究支援部学系支援課自然科学
系事務係

2014年度 2015年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

自然 管理・運営
国際規制物資・申請承認文書
で無期限保存が必要であると
認めるもの

国際規制物資・申請承認文書（平成26年度）
教育研究支援部学系支援課自然科学
系事務係

2014年度 2015年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

自然 人事
特別定期健康診断（放射線作
業従事者）関係で無期限保存
が必要であると認めるもの

特別定期健康診断（放射線作業従事者）関係(平成26年度）
教育研究支援部学系支援課自然科学
系事務係

2014年度 2015年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

自然 管理・運営 教授会の記録に関するもの 教授会（平成27年度）
教育研究支援部学系支援課自然科学
系事務係

2015年度 2016年4月1日 30年 2045年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

自然 人事 出勤簿（非常勤（特任）講師） 出勤簿（平成27年度：非常勤（特任）講師）
教育研究支援部学系支援課自然科学
系事務係

2015年度 2016年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

自然 人事
勤務時間記録簿（非常勤職
員）

勤務時間記録簿（平成27年度：非常勤職員）
教育研究支援部学系支援課自然科学
系事務係

2015年度 2016年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

自然 会計 概算要求関係に関するもの 概算要求関係（平成27年度）
教育研究支援部学系支援課自然科学
系事務係

2015年度 2016年4月1日 10年 2025年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

自然 会計
施設整備費概算要求に関する
もの

施設整備費概算要求（平成27年度）
教育研究支援部学系支援課自然科学
系事務係

2015年度 2016年4月1日 10年 2025年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

自然 会計 資産台帳 資産台帳（平成27年度）
教育研究支援部学系支援課自然科学
系事務係

2015年度 2016年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

自然 人事 教員人事・特任に関するもの 教員人事・特任（平成27年度）
教育研究支援部学系支援課自然科学
系事務係

2015年度 2016年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

自然 管理・運営
国際規制物資・申請承認文書
で無期限保存が必要であると
認めるもの

国際規制物資・申請承認文書（平成27年度）
教育研究支援部学系支援課自然科学
系事務係

2015年度 2016年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

自然 人事
特別定期健康診断（放射線作
業従事者）関係で無期限保存
が必要であると認めるもの

特別定期健康診断（放射線作業従事者）関係(平成27年度）
教育研究支援部学系支援課自然科学
系事務係

2015年度 2016年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

自然 管理・運営 教授会の記録に関するもの 教授会（平成28年度）
教育研究支援部学系支援課自然科学
系事務係

2016年度 2017年4月1日 30年 2046年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

自然 人事 出勤簿（非常勤（特任）講師） 出勤簿（平成28年度：非常勤（特任）講師）
教育研究支援部学系支援課自然科学
系事務係

2016年度 2017年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

自然 人事
勤務時間記録簿（非常勤職
員）

勤務時間記録簿（平成28年度：非常勤職員）
教育研究支援部学系支援課自然科学
系事務係

2016年度 2017年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

自然 人事
勤務時間記録簿（非常勤講
師）

勤務時間記録簿（平成28年度：非常勤講師）
教育研究支援部学系支援課自然科学
系事務係

2016年度 2017年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

自然 会計 概算要求関係に関するもの 概算要求関係（平成28年度）
教育研究支援部学系支援課自然科学
系事務係

2016年度 2017年4月1日 10年 2026年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

自然 会計
施設整備費概算要求に関する
もの

施設整備費概算要求（平成28年度）
教育研究支援部学系支援課自然科学
系事務係

2016年度 2017年4月1日 10年 2026年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

自然 会計 資産台帳 資産台帳（平成28年度）
教育研究支援部学系支援課自然科学
系事務係

2016年度 2017年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

自然 人事 教員人事・特任に関するもの 教員人事・特任（平成28年度）
教育研究支援部学系支援課自然科学
系事務係

2016年度 2017年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

自然 管理・運営
国際規制物資・申請承認文書
で無期限保存が必要であると
認めるもの

国際規制物資・申請承認文書（平成28年度）
教育研究支援部学系支援課自然科学
系事務係

2016年度 2017年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

自然 人事
特別定期健康診断（放射線作
業従事者）関係で無期限保存
が必要であると認めるもの

特別定期健康診断（放射線作業従事者）関係(平成28年度）
教育研究支援部学系支援課自然科学
系事務係

2016年度 2017年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

自然 管理・運営 教授会の記録に関するもの 教授会（平成29年度）
教育研究支援部学系支援課自然科学
系事務係

2017年度 2018年4月1日 30年 2047年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

自然 管理・運営
各種委員会委員選出に関する
もの

各種委員会委員選出（平成29年度）
教育研究支援部学系支援課自然科学
系事務係

2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

自然 人事 出勤簿（非常勤（特任）講師） 出勤簿（平成29年度：非常勤（特任）講師）
教育研究支援部学系支援課自然科学
系事務係

2017年度 2018年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄
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部局名 １）大分類 ２）中分類 ３）小分類（法人文書ファイル名） ４）作成・取得者
５）作成・取得年度
等

６）起算日 ７）保存期間
８）保存期間
    満了時期

９）媒体の種別 10）保存場所 11）管理担当課・係
12)保存期間満
了時の措置

備考

自然 人事 勤務状況申告書（常勤教員） 勤務時間記録簿（平成29年度：常勤職員）
教育研究支援部学系支援課自然科学
系事務係

2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

自然 人事 勤務状況申告書（常勤教員） 勤務状況申告書（平成29年度：常勤教員）
教育研究支援部学系支援課自然科学
系事務係

2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

自然 人事
勤務時間記録簿（非常勤職
員）

勤務時間記録簿（平成29年度：非常勤職員）
教育研究支援部学系支援課自然科学
系事務係

2017年度 2018年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

自然 人事
勤務時間記録簿（非常勤講
師）

勤務時間記録簿（平成29年度：非常勤講師）
教育研究支援部学系支援課自然科学
系事務係

2017年度 2018年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

自然 会計 旅行命令伺 旅行命令伺（平成29年度）
教育研究支援部学系支援課自然科学
系事務係

2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

自然 会計 公務外出申請書に関するもの 公務外出申請書（平成29年度）
教育研究支援部学系支援課自然科学
系事務係

2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

自然 会計 概算要求関係に関するもの 概算要求関係（平成29年度）
教育研究支援部学系支援課自然科学
系事務係

2017年度 2018年4月1日 10年 2027年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

自然 会計
施設整備費概算要求に関する
もの

施設整備費概算要求（平成29年度）
教育研究支援部学系支援課自然科学
系事務係

2017年度 2018年4月1日 10年 2027年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

自然 会計 予算要求関係に関するもの 予算要求関係（平成29年度）
教育研究支援部学系支援課自然科学
系事務係

2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

自然 会計
諸謝金関係で5年保存が必要
であると認めるもの

諸謝金関係（平成29年度）
教育研究支援部学系支援課自然科学
系事務係

2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

自然 会計 物品購入依頼書 物品購入依頼書（平成29年度）
教育研究支援部学系支援課自然科学
系事務係

2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

自然 会計
物品異動報告書で5年保存が
必要であると認めるもの

物品異動報告書（平成29年度）
教育研究支援部学系支援課自然科学
系事務係

2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

自然 会計
物品返納報告書で5年保存が
必要であると認めるもの

物品返納報告書（平成29年度）
教育研究支援部学系支援課自然科学
系事務係

2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

自然 会計 資産台帳 資産台帳（平成29年度）
教育研究支援部学系支援課自然科学
系事務係

2017年度 2018年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

自然 会計 予算配分通知書に関するもの 予算配分通知（平成29年度）
教育研究支援部学系支援課自然科学
系事務係

2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

自然 人事 教員人事・特任に関するもの 教員人事・特任（平成29年度）
教育研究支援部学系支援課自然科学
系事務係

2017年度 2018年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

自然 会計 寄附金に関するもの 寄附金（平成29年度）
教育研究支援部学系支援課自然科学
系事務係

2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

自然 研究助成
研究助成金申請で5年保存が
必要であると認めるもの

研究助成金申請（平成29年度）
教育研究支援部学系支援課自然科学
系事務係

2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

自然 研究協力 共同研究関係に関するもの 共同研究関係（平成29年度）
教育研究支援部学系支援課自然科学
系事務係

2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

自然 研究協力 受託研究関係に関するもの 受託研究関係（平成29年度）
教育研究支援部学系支援課自然科学
系事務係

2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

自然 人事 基準給与簿 基準給与簿（平成29年度）
教育研究支援部学系支援課自然科学
系事務係

2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

自然 人事 勤務日及び勤務時間表 勤務日及び勤務時間表（平成29年度）
教育研究支援部学系支援課自然科学
系事務係

2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

自然 人事 服務状況調査表 服務状況調査表（平成29年度）
教育研究支援部学系支援課自然科学
系事務係

2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

自然 管理・運営
科学研究費補助金関係で5年
保存が必要であると認めるも
の

科学研究費補助金関係（平成29年度）
教育研究支援部学系支援課自然科学
系事務係

2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

自然 研究協力 個人研究員に関するもの 個人研究員（平成29年度）
教育研究支援部学系支援課自然科学
系事務係

2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

自然 管理・運営
組替DNA実験関係で5年保存
が必要であると認めるもの

組替DNA実験関係(平成29年度）
教育研究支援部学系支援課自然科学
系事務係

2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

自然 管理・運営
国際規制物資・申請承認文書
で無期限保存が必要であると
認めるもの

国際規制物資・申請承認文書（平成29年度）
教育研究支援部学系支援課自然科学
系事務係

2017年度 2018年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

自然 管理・運営
国際規制物質管理報告書で5
年保存が必要であると認める
もの

国際規制物質管理報告書（平成29年度）
教育研究支援部学系支援課自然科学
系事務係

2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

自然 管理・運営
RI施設運営委員会に関するも
の

RI施設運営委員会(平成29年度）
教育研究支援部学系支援課自然科学
系事務係

2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

自然 人事
特別定期健康診断（放射線作
業従事者）関係で無期限保存
が必要であると認めるもの

特別定期健康診断（放射線作業従事者）関係(平成29年度）
教育研究支援部学系支援課自然科学
系事務係

2017年度 2018年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

自然 管理・運営
勤労統計調査報告書に関する
もの

勤労統計調査報告書（平成29年度）
教育研究支援部学系支援課自然科学
系事務係

2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

自然 管理・運営
RI施設関係一般文書に関する
もの

RI施設関係一般文書
教育研究支援部学系支援課自然科学
系事務係

2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

自然 管理・運営
理科教員高度支援センター一
般文書に関するもの

理科教員高度支援センター一般文書
教育研究支援部学系支援課自然科学
系事務係

2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

自然 管理・運営 教授会の記録に関するもの 教授会（平成30年度）
教育研究支援部学系支援課自然科学
系事務係

2018年度 2019年4月1日 30年 2048年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

自然 管理・運営
各種委員会委員選出に関する
もの

各種委員会委員選出（平成30年度）
教育研究支援部学系支援課自然科学
系事務係

2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

自然 人事 出勤簿（非常勤（特任）講師） 出勤簿（平成30年度：非常勤（特任）講師）
教育研究支援部学系支援課自然科学
系事務係

2018年度 2019年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

自然 人事 勤務状況申告書（常勤教員） 勤務時間記録簿（平成30年度：常勤職員）
教育研究支援部学系支援課自然科学
系事務係

2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

自然 人事 勤務状況申告書（常勤教員） 勤務状況申告書（平成30年度：常勤教員）
教育研究支援部学系支援課自然科学
系事務係

2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

自然 人事
勤務時間記録簿（非常勤職
員）

勤務時間記録簿（平成30年度：非常勤職員）
教育研究支援部学系支援課自然科学
系事務係

2018年度 2019年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

自然 人事
勤務時間記録簿（非常勤講
師）

勤務時間記録簿（平成30年度：非常勤講師）
教育研究支援部学系支援課自然科学
系事務係

2018年度 2019年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

自然 会計 旅行命令伺 旅行命令伺（平成30年度）
教育研究支援部学系支援課自然科学
系事務係

2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

自然 会計 公務外出申請書に関するもの 公務外出申請書（平成30年度）
教育研究支援部学系支援課自然科学
系事務係

2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

自然 会計 概算要求関係に関するもの 概算要求関係（平成30年度）
教育研究支援部学系支援課自然科学
系事務係

2018年度 2019年4月1日 10年 2028年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

自然 会計
施設整備費概算要求に関する
もの

施設整備費概算要求（平成30年度）
教育研究支援部学系支援課自然科学
系事務係

2018年度 2019年4月1日 10年 2028年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

自然 会計 予算要求関係に関するもの 予算要求関係（平成30年度）
教育研究支援部学系支援課自然科学
系事務係

2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

自然 会計
諸謝金関係で5年保存が必要
であると認めるもの

諸謝金関係（平成30年度）
教育研究支援部学系支援課自然科学
系事務係

2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

自然 会計 物品購入依頼書 物品購入依頼書（平成30年度）
教育研究支援部学系支援課自然科学
系事務係

2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

自然 会計
物品異動報告書で5年保存が
必要であると認めるもの

物品異動報告書（平成30年度）
教育研究支援部学系支援課自然科学
系事務係

2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

自然 会計
物品返納報告書で5年保存が
必要であると認めるもの

物品返納報告書（平成30年度）
教育研究支援部学系支援課自然科学
系事務係

2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

自然 会計 資産台帳 資産台帳（平成30年度）
教育研究支援部学系支援課自然科学
系事務係

2018年度 2019年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

自然 会計 予算配分通知書に関するもの 予算配分通知（平成30年度）
教育研究支援部学系支援課自然科学
系事務係

2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

自然 人事 教員人事・特任に関するもの 教員人事・特任（平成30年度）
教育研究支援部学系支援課自然科学
系事務係

2018年度 2019年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

自然 会計 寄附金に関するもの 寄附金（平成30年度）
教育研究支援部学系支援課自然科学
系事務係

2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

自然 研究助成
研究助成金申請で5年保存が
必要であると認めるもの

研究助成金申請（平成30年度）
教育研究支援部学系支援課自然科学
系事務係

2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

自然 研究協力 共同研究関係に関するもの 共同研究関係（平成30年度）
教育研究支援部学系支援課自然科学
系事務係

2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

自然 研究協力 受託研究関係に関するもの 受託研究関係（平成30年度）
教育研究支援部学系支援課自然科学
系事務係

2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

自然 人事 勤務日及び勤務時間表 勤務日及び勤務時間表（平成30年度）
教育研究支援部学系支援課自然科学
系事務係

2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

自然 人事 服務状況調査表 服務状況調査表（平成30年度）
教育研究支援部学系支援課自然科学
系事務係

2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

自然 管理・運営
科学研究費補助金関係で5年
保存が必要であると認めるも
の

科学研究費補助金関係（平成30年度）
教育研究支援部学系支援課自然科学
系事務係

2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

自然 研究協力 個人研究員に関するもの 個人研究員（平成30年度）
教育研究支援部学系支援課自然科学
系事務係

2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

自然 管理・運営
組替DNA実験関係で5年保存
が必要であると認めるもの

組替DNA実験関係(平成30年度）
教育研究支援部学系支援課自然科学
系事務係

2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄
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部局名 １）大分類 ２）中分類 ３）小分類（法人文書ファイル名） ４）作成・取得者
５）作成・取得年度
等

６）起算日 ７）保存期間
８）保存期間
    満了時期

９）媒体の種別 10）保存場所 11）管理担当課・係
12)保存期間満
了時の措置

備考

自然 管理・運営
国際規制物資・申請承認文書
で無期限保存が必要であると
認めるもの

国際規制物資・申請承認文書（平成30年度）
教育研究支援部学系支援課自然科学
系事務係

2018年度 2019年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

自然 管理・運営
国際規制物質管理報告書で5
年保存が必要であると認める
もの

国際規制物質管理報告書（平成30年度）
教育研究支援部学系支援課自然科学
系事務係

2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

自然 管理・運営
RI施設運営委員会に関するも
の

RI施設運営委員会(平成30年度）
教育研究支援部学系支援課自然科学
系事務係

2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

自然 人事
特別定期健康診断（放射線作
業従事者）関係で無期限保存
が必要であると認めるもの

特別定期健康診断（放射線作業従事者）関係(平成30年度）
教育研究支援部学系支援課自然科学
系事務係

2018年度 2019年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

自然 管理・運営
勤労統計調査報告書に関する
もの

勤労統計調査報告書（平成30年度）
教育研究支援部学系支援課自然科学
系事務係

2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

自然 管理・運営
RI施設関係一般文書に関する
もの

RI施設関係一般文書
教育研究支援部学系支援課自然科学
系事務係

2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

自然 管理・運営
理科教員高度支援センター一
般文書に関するもの

理科教員高度支援センター一般文書
教育研究支援部学系支援課自然科学
系事務係

2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

自然 人事 休暇簿（常勤職員） 休暇簿（平成31年：常勤職員）
財務研究支援部学系支援課自然科学
系事務係

2019年 2020年1月1日 3年 2022年末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

自然 人事
休暇簿（非常勤講師・非常勤
職員）

休暇簿（平成31年：非常勤講師・非常勤職員）
財務研究支援部学系支援課自然科学
系事務係

2019年 2020年1月1日 3年 2022年末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

自然 管理・運営 教授会の記録に関するもの 教授会（平成31年度）
財務研究支援部学系支援課自然科学
系事務係

2019年度 2020年4月1日 30年 2049年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

自然 管理・運営
各種委員会委員選出に関する
もの

各種委員会委員選出（平成31年度）
財務研究支援部学系支援課自然科学
系事務係

2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

自然 人事 出勤簿（非常勤（特任）講師） 出勤簿（平成31年度：非常勤（特任）講師）
財務研究支援部学系支援課自然科学
系事務係

2019年度 2020年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

自然 人事 勤務状況申告書（常勤教員） 勤務時間記録簿（平成31年度：常勤職員）
財務研究支援部学系支援課自然科学
系事務係

2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

自然 人事 勤務状況申告書（常勤教員） 勤務状況申告書（平成31年度：常勤教員）
財務研究支援部学系支援課自然科学
系事務係

2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

自然 人事
勤務時間記録簿（非常勤職
員）

勤務時間記録簿（平成31年度：非常勤職員）
財務研究支援部学系支援課自然科学
系事務係

2019年度 2020年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

自然 人事
勤務時間記録簿（非常勤講
師）

勤務時間記録簿（平成3１年度：非常勤講師）
財務研究支援部学系支援課自然科学
系事務係

2019年度 2020年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

自然 会計 旅行命令伺 旅行命令伺（平成31年度）
財務研究支援部学系支援課自然科学
系事務係

2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

自然 会計 公務外出申請書に関するもの 公務外出申請書（平成31年度）
財務研究支援部学系支援課自然科学
系事務係

2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

自然 会計 概算要求関係に関するもの 概算要求関係（平成31年度）
財務研究支援部学系支援課自然科学
系事務係

2019年度 2020年4月1日 10年 2029年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

自然 会計
施設整備費概算要求に関する
もの

施設整備費概算要求（平成31年度）
財務研究支援部学系支援課自然科学
系事務係

2019年度 2020年4月1日 10年 2029年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

自然 会計 予算要求関係に関するもの 予算要求関係（平成31年度）
財務研究支援部学系支援課自然科学
系事務係

2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

自然 会計
諸謝金関係で5年保存が必要
であると認めるもの

諸謝金関係（平成31年度）
財務研究支援部学系支援課自然科学
系事務係

2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

自然 会計 物品購入依頼書 物品購入依頼書（平成31年度）
財務研究支援部学系支援課自然科学
系事務係

2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

自然 会計
物品異動報告書で5年保存が
必要であると認めるもの

物品異動報告書（平成3１年度）
財務研究支援部学系支援課自然科学
系事務係

2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

自然 会計
物品返納報告書で5年保存が
必要であると認めるもの

物品返納報告書（平成31年度）
財務研究支援部学系支援課自然科学
系事務係

2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

自然 会計 資産台帳 資産台帳（平成31年度）
財務研究支援部学系支援課自然科学
系事務係

2019年度 2020年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

自然 会計 予算配分通知書に関するもの 予算配分通知（平成31年度）
財務研究支援部学系支援課自然科学
系事務係

2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

自然 人事 教員人事・特任に関するもの 教員人事・特任（平成31年度）
財務研究支援部学系支援課自然科学
系事務係

2019年度 2020年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

自然 人事
非常勤講師選考委員会に関
するもの

非常勤講師選考委員会（平成31年度）
財務研究支援部学系支援課自然科学
系事務係

2019年度 2020年4月1日 3年 2022年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

自然 人事 兼業関係に関するもの 兼業関係（平成31年度）
財務研究支援部学系支援課自然科学
系事務係

2019年度 2020年4月1日 兼業終了後3年 2022年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

自然 人事
講師派遣・旅行依頼に関する
もの

講師派遣・旅行依頼（平成31年度）
財務研究支援部学系支援課自然科学
系事務係

2019年度 2020年4月1日 兼業終了後3年 2022年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

自然 人事
研究専念期間申請関係に関
するもの

研究専念期間申請関係（平成31年度）
財務研究支援部学系支援課自然科学
系事務係

2019年度 2020年4月1日 3年 2022年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

自然 人事 研修願に関するもの 研修願（平成31年度）
財務研究支援部学系支援課自然科学
系事務係

2019年度 2020年4月1日 3年 2022年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

自然 会計 寄附金に関するもの 寄附金（平成31年度）
財務研究支援部学系支援課自然科学
系事務係

2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

自然 研究助成
研究助成金申請で5年保存が
必要であると認めるもの

研究助成金申請（平成31年度）
財務研究支援部学系支援課自然科学
系事務係

2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

自然 研究協力 共同研究関係に関するもの 共同研究関係（平成31年度）
財務研究支援部学系支援課自然科学
系事務係

2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

自然 研究協力 受託研究関係に関するもの 受託研究関係（平成31年度）
財務研究支援部学系支援課自然科学
系事務係

2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

自然 人事 勤務日及び勤務時間表 勤務日及び勤務時間表（平成31年度）
財務研究支援部学系支援課自然科学
系事務係

2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

自然 人事 服務状況調査表 服務状況調査表（平成31年度）
財務研究支援部学系支援課自然科学
系事務係

2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

自然 管理・運営
科学研究費補助金関係で5年
保存が必要であると認めるも
の

科学研究費補助金関係（平成31年度）
財務研究支援部学系支援課自然科学
系事務係

2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

自然 研究協力 個人研究員に関するもの 個人研究員（平成31年度）
財務研究支援部学系支援課自然科学
系事務係

2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

自然 管理・運営
組替DNA実験関係で5年保存
が必要であると認めるもの

組替DNA実験関係(平成31年度）
財務研究支援部学系支援課自然科学
系事務係

2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

自然 管理・運営
国際規制物資・申請承認文書
で無期限保存が必要であると
認めるもの

国際規制物資・申請承認文書（平成31年度）
財務研究支援部学系支援課自然科学
系事務係

2019年度 2020年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

自然 管理・運営
国際規制物質管理報告書で5
年保存が必要であると認める
もの

国際規制物質管理報告書（平成31年度）
財務研究支援部学系支援課自然科学
系事務係

2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

自然 管理・運営
RI施設運営委員会に関するも
の

RI施設運営委員会(平成31年度）
財務研究支援部学系支援課自然科学
系事務係

2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

自然 人事
特別定期健康診断（放射線作
業従事者）関係で無期限保存
が必要であると認めるもの

特別定期健康診断（放射線作業従事者）関係(平成31年度）
財務研究支援部学系支援課自然科学
系事務係

2019年度 2020年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

自然 管理・運営
勤労統計調査報告書に関する
もの

勤労統計調査報告書（平成31年度）
財務研究支援部学系支援課自然科学
系事務係

2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

自然 人事
教員養成実地指導講師(採用)
に関するもの

教員養成実地指導講師(採用)
財務研究支援部学系支援課自然科学
系事務係

2019年度 2020年4月1日 3年 2022年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

自然 管理・運営
RI施設関係一般文書に関する
もの

RI施設関係一般文書
財務研究支援部学系支援課自然科学
系事務係

2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

自然 管理・運営
理科教員高度支援センター一
般文書に関するもの

理科教員高度支援センター一般文書
財務研究支援部学系支援課自然科学
系事務係

2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

自然 会計 資産台帳 資産台帳
放射線教育PJ（学系支援課自然科学
系事務係）

2013年度 2014年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

自然 管理・運営
HATOプロジェクト関係に関す
るもので重要なもの

平成25年度　HATOプロジェクト関係
放射線教育PJ（学系支援課自然科学
系事務係）

2013年度 2014年4月1日 10年 2023年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

自然 管理・運営
HATOプロジェクト関係に関す
るもので重要なもの

平成26年度　HATOプロジェクト関係
放射線教育PJ（学系支援課自然科学
系事務係）

2014年度 2015年4月1日 10年 2024年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

自然 会計 資産台帳 資産台帳
放射線教育PJ（学系支援課自然科学
系事務係）

2014年度 2015年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

自然 管理・運営
HATOプロジェクト関係に関す
るもので重要なもの

平成27年度　HATOプロジェクト関係
放射線教育PJ（学系支援課自然科学
系事務係）

2015年度 2016年4月1日 10年 2025年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

自然 会計 資産台帳 資産台帳
放射線教育PJ（学系支援課自然科学
系事務係）

2015年度 2016年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

自然 会計 資産台帳 資産台帳
放射線教育PJ（学系支援課自然科学
系事務係）

2016年度 2017年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

自然 管理・運営
HATOプロジェクト関係　定例
会(ミーティング)資料で5年保
存が必要であると認めるもの

平成29年度　HATOプロジェクト関係
定例会(ミーティング)資料

放射線教育PJ（学系支援課自然科学
系事務係）

2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

自然 会計 資産台帳 資産台帳
放射線教育PJ（学系支援課自然科学
系事務係）

2017年度 2018年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

自然 管理・運営 教授会の記録に関するもの 教授会（令和２年度）
財務・研究支援部学系支援課学系第
二係

2020年度 2021年4月1日 30年 2049年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

自然 管理・運営
各種委員会委員選出に関する
もの

各種委員会委員選出（令和２年度）
財務・研究支援部学系支援課学系第
二係

2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

174/190



法人文書ファイル管理簿データ（全学）

部局名 １）大分類 ２）中分類 ３）小分類（法人文書ファイル名） ４）作成・取得者
５）作成・取得年度
等

６）起算日 ７）保存期間
８）保存期間
    満了時期

９）媒体の種別 10）保存場所 11）管理担当課・係
12)保存期間満
了時の措置

備考

自然 人事
出勤簿（特任教員、専門研究
員等）

出勤簿（令和2年度：特任教員、専門研究員等）
財務・研究支援部学系支援課学系第
二係

2020年度 2021年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

自然 会計 旅行命令伺 旅行命令伺（令和２年度）
財務・研究支援部学系支援課学系第
二係

2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

自然 会計 公務外出申請書に関するもの 公務外出申請書（令和２年度）
財務・研究支援部学系支援課学系第
二係

2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

自然 会計 概算要求関係に関するもの 概算要求関係（令和２年度）
財務・研究支援部学系支援課学系第
二係

2020年度 2021年4月1日 10年 2030年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

自然 会計
施設整備費概算要求に関する
もの

施設整備費概算要求（令和２年度）
財務・研究支援部学系支援課学系第
二係

2020年度 2021年4月1日 10年 2030年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

自然 会計 予算要求関係に関するもの 予算要求関係（令和２年度）
財務・研究支援部学系支援課学系第
二係

2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

自然 会計
諸謝金関係で5年保存が必要
であると認めるもの

諸謝金関係（令和２年度）
財務・研究支援部学系支援課学系第
二係

2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

自然 会計 物品購入依頼書 物品購入依頼書（令和２年度）
財務・研究支援部学系支援課学系第
二係

2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

自然 会計
物品異動報告書で5年保存が
必要であると認めるもの

物品異動報告書（令和２年度）
財務・研究支援部学系支援課学系第
二係

2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

自然 会計
物品返納報告書で5年保存が
必要であると認めるもの

物品返納報告書（令和２年度）
財務・研究支援部学系支援課学系第
二係

2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

自然 会計 資産台帳 資産台帳（令和２年度）
財務・研究支援部学系支援課学系第
二係

2020年度 2021年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

自然 会計 予算配分通知書に関するもの 予算配分通知（令和２年度）
財務・研究支援部学系支援課学系第
二係

2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

自然 人事 教員人事・特任に関するもの 教員人事・特任（令和２年度）
財務・研究支援部学系支援課学系第
二係

2020年度 2021年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

自然 人事
非常勤講師選考委員会に関
するもの

非常勤講師選考委員会（令和２年度）
財務・研究支援部学系支援課学系第
二係

2020年度 2021年4月1日 3年 2023年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

自然 人事
研究専念期間申請関係に関
するもの

研究専念期間申請関係（令和２年度）
財務・研究支援部学系支援課学系第
二係

2020年度 2021年4月1日 3年 2023年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

自然 管理・運営
科学研究費補助金関係で5年
保存が必要であると認めるも
の

科学研究費補助金関係（令和２年度）
財務・研究支援部学系支援課学系第
二係

2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

自然 研究協力 個人研究員に関するもの 個人研究員（令和２年度）
財務・研究支援部学系支援課学系第
二係

2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

自然 管理・運営
組替DNA実験関係で5年保存
が必要であると認めるもの

組替DNA実験関係(令和２年度）
財務・研究支援部学系支援課学系第
二係

2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

自然 管理・運営
国際規制物資・申請承認文書
で無期限保存が必要であると
認めるもの

国際規制物資・申請承認文書（令和２年度）
財務・研究支援部学系支援課学系第
二係

2020年度 2021年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

自然 管理・運営
国際規制物質管理報告書で5
年保存が必要であると認める
もの

国際規制物質管理報告書（令和２年度）
財務・研究支援部学系支援課学系第
二係

2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

自然 管理・運営
RI施設運営委員会に関するも
の

RI施設運営委員会(令和２年度）
財務・研究支援部学系支援課学系第
二係

2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

自然 人事
特別定期健康診断（放射線作
業従事者）関係で無期限保存
が必要であると認めるもの

特別定期健康診断（放射線作業従事者）関係(令和２年度）
財務・研究支援部学系支援課学系第
二係

2020年度 2021年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

自然 管理・運営
勤労統計調査報告書に関する
もの

勤労統計調査報告書（令和２年度）
財務・研究支援部学系支援課学系第
二係

2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

自然 人事
教員養成実地指導講師(採用)
に関するもの

教員養成実地指導講師(採用)
財務・研究支援部学系支援課学系第
二係

2020年度 2021年4月1日 3年 2023年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

自然 管理・運営
RI施設関係一般文書に関する
もの

RI施設関係一般文書
財務・研究支援部学系支援課学系第
二係

2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

自然 管理・運営
理科教員高度支援センター一
般文書に関するもの

理科教員高度支援センター一般文書
財務・研究支援部学系支援課学系第
二係

2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

自然 管理・運営 教授会の記録に関するもの 教授会（令和3年度）
財務・研究支援部学系支援課学系第
二係

2021年度 2022年4月1日 30年 2050年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

自然 管理・運営
各種委員会委員選出に関する
もの

各種委員会委員選出（令和3年度）
財務・研究支援部学系支援課学系第
二係

2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

自然 人事
出勤簿（特任教員、専門研究
員等）

出勤簿（令和3年度：特任教員、専門研究員等）
財務・研究支援部学系支援課学系第
二係

2021年度 2022年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

自然 会計 旅行命令伺 旅行命令伺（令和3年度）
財務・研究支援部学系支援課学系第
二係

2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

自然 会計 公務外出申請書に関するもの 公務外出申請書（令和3年度）
財務・研究支援部学系支援課学系第
二係

2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

自然 会計 概算要求関係に関するもの 概算要求関係（令和3年度）
財務・研究支援部学系支援課学系第
二係

2021年度 2022年4月1日 10年 2031年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

自然 会計
施設整備費概算要求に関する
もの

施設整備費概算要求（令和3年度）
財務・研究支援部学系支援課学系第
二係

2021年度 2022年4月1日 10年 2031年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

自然 会計 予算要求関係に関するもの 予算要求関係（令和3年度）
財務・研究支援部学系支援課学系第
二係

2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

自然 会計
諸謝金関係で5年保存が必要
であると認めるもの

諸謝金関係（令和3年度）
財務・研究支援部学系支援課学系第
二係

2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

自然 会計 物品購入依頼書 物品購入依頼書（令和3年度）
財務・研究支援部学系支援課学系第
二係

2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

自然 会計
物品異動報告書で5年保存が
必要であると認めるもの

物品異動報告書（令和3年度）
財務・研究支援部学系支援課学系第
二係

2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

自然 会計
物品返納報告書で5年保存が
必要であると認めるもの

物品返納報告書（令和3年度）
財務・研究支援部学系支援課学系第
二係

2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

自然 会計 資産台帳 資産台帳（令和3年度）
財務・研究支援部学系支援課学系第
二係

2021年度 2022年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

自然 会計 予算配分通知書に関するもの 予算配分通知（令和3年度）
財務・研究支援部学系支援課学系第
二係

2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

自然 人事 教員人事・特任に関するもの 教員人事・特任（令和3年度）
財務・研究支援部学系支援課学系第
二係

2021年度 2022年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

自然 人事
非常勤講師選考委員会に関
するもの

非常勤講師選考委員会（令和3年度）
財務・研究支援部学系支援課学系第
二係

2021年度 2022年4月1日 3年 2024年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

自然 人事
研究専念期間申請関係に関
するもの

研究専念期間申請関係（令和3年度）
財務・研究支援部学系支援課学系第
二係

2021年度 2022年4月1日 3年 2024年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

自然 管理・運営
科学研究費補助金関係で5年
保存が必要であると認めるも
の

科学研究費補助金関係（令和3年度）
財務・研究支援部学系支援課学系第
二係

2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

自然 研究協力 個人研究員に関するもの 個人研究員（令和3年度）
財務・研究支援部学系支援課学系第
二係

2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

自然 管理・運営
組替DNA実験関係で5年保存
が必要であると認めるもの

組替DNA実験関係(令和3年度）
財務・研究支援部学系支援課学系第
二係

2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

自然 管理・運営
国際規制物資・申請承認文書
で無期限保存が必要であると
認めるもの

国際規制物資・申請承認文書（令和3年度）
財務・研究支援部学系支援課学系第
二係

2021年度 2022年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

自然 管理・運営
国際規制物質管理報告書で5
年保存が必要であると認める
もの

国際規制物質管理報告書（令和3年度）
財務・研究支援部学系支援課学系第
二係

2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

自然 管理・運営
RI施設運営委員会に関するも
の

RI施設運営委員会(令和3年度）
財務・研究支援部学系支援課学系第
二係

2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

自然 人事
特別定期健康診断（放射線作
業従事者）関係で無期限保存
が必要であると認めるもの

特別定期健康診断（放射線作業従事者）関係(令和3年度）
財務・研究支援部学系支援課学系第
二係

2021年度 2022年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

自然 管理・運営
勤労統計調査報告書に関する
もの

勤労統計調査報告書（令和3年度）
財務・研究支援部学系支援課学系第
二係

2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

自然 人事
教員養成実地指導講師(採用)
に関するもの

教員養成実地指導講師(採用)
財務・研究支援部学系支援課学系第
二係

2021年度 2022年4月1日 3年 2024年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

自然 管理・運営
RI施設関係一般文書に関する
もの

RI施設関係一般文書
財務・研究支援部学系支援課学系第
二係

2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

自然 管理・運営
理科教員高度支援センター一
般文書に関するもの

理科教員高度支援センター一般文書
財務・研究支援部学系支援課学系第
二係

2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

自然 管理・運営
一般文書（総務部）に関するも
の

一般文書（総務部令和3年度）
財務・研究支援部学系支援課学系第
二係

2021年度 2022年4月1日 1年 2022年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

自然 管理・運営
一般文書（学務部）に関する
物

一般文書（学務部令和3年度）
財務・研究支援部学系支援課学系第
二係

2021年度 2022年4月1日 1年 2022年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

自然 管理・運営
一般文書（財務・研究推進部）
に関するもの

一般文書（財務・研究推進部令和3年度）
財務・研究支援部学系支援課学系第
二係

2021年度 2022年4月1日 1年 2022年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 人事 教官選考調書に関するもの 教官選考調書（平成12年度） 教育学部第四事務係 2000年度 2001年4月1日 無期限 紙 倉庫
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 管理・運営 教官会の記録に関するもの 平成12年度教官会 教育学部第四事務係 2000年度 2001年4月1日 30年 2030年度末 紙 倉庫
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 人事 非常勤講師出勤簿 平成12年度非常勤講師出勤簿 教育学部第四事務係 2000年度 2001年4月1日 無期限 紙 倉庫
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 人事 非常勤職員出勤簿 平成12年度非常勤職員出勤簿 教育学部第四事務係 2000年度 2001年4月1日 無期限 紙 倉庫
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄
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部局名 １）大分類 ２）中分類 ３）小分類（法人文書ファイル名） ４）作成・取得者
５）作成・取得年度
等
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12)保存期間満
了時の措置

備考

芸スポ 人事 実地指導講師出勤簿 平成12年度実地指導講師出勤簿 教育学部第四事務係 2000年度 2001年4月1日 無期限 紙 倉庫
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 人事 公務災害に関するもの 公務災害（平成12年度） 教育学部第四事務係 2000年度 未定 完結から3年 未定 紙 倉庫
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 人事 人事異動に関するもの 人事異動（平成12年度） 教育学部第四事務係 2000年度 2001年4月1日 無期限 紙 倉庫
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 人事 教官選考調書に関するもの 教官選考調書（平成13年度） 教育学部第四事務係 2001年度 2002年4月1日 無期限 紙 倉庫
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 管理・運営 教官会の記録に関するもの 平成13年度教官会 教育学部第四事務係 2001年度 2002年4月1日 30年 2031年度末 紙 倉庫
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 人事 出勤簿（実地指導講師） 出勤簿（実地指導講師平成13年度） 教育学部第四事務係 2001年度 2002年4月1日 無期限 紙 倉庫
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 人事 出勤簿（非常勤講師） 出勤簿（非常勤講師平成13年度） 教育学部第四事務係 2001年度 2002年4月1日 無期限 紙 倉庫
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 人事 出勤簿（非常勤職員） 出勤簿（非常勤職員平成13年度） 教育学部第四事務係 2001年度 2002年4月1日 無期限 紙 倉庫
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 人事 公務災害に関するもの 公務災害（平成13年度） 教育学部第四事務係 2001年度 未定 完結から3年 未定 紙 倉庫
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 人事 人事異動に関するもの 人事異動（平成13年度） 教育学部第四事務係 2001年度 2002年4月1日 無期限 紙 倉庫
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 人事 教官選考調書に関するもの 教官選考調書（平成14年度） 教育学部第四事務係 2002年度 2003年4月1日 無期限 紙 倉庫
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 管理・運営 教官会の記録に関するもの 平成14年度教官会 教育学部第四事務係 2002年度 2003年4月1日 30年 2032年度末 紙 倉庫
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 人事 出勤簿（実地指導講師） 出勤簿（実地指導講師 平成14年度） 教育学部第四事務係 2002年度 2003年4月1日 無期限 紙 倉庫
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 人事 出勤簿（非常勤講師） 出勤簿（非常勤講師 平成14年度） 教育学部第四事務係 2002年度 2003年4月1日 無期限 紙 倉庫
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 人事 出勤簿（非常勤職員） 出勤簿（非常勤職員 平成 14年度） 教育学部第四事務係 2002年度 2003年4月1日 無期限 紙 倉庫
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 人事 公務災害に関するもの 公務災害（平成14年度） 教育学部第四事務係 2002年度 未定 完結から3年 未定 紙 倉庫
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 人事 人事異動に関するもの 人事異動（平成14年度） 教育学部第四事務係 2002年度 2003年4月1日 無期限 紙 倉庫
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 人事 教官選考調書に関するもの 教官選考調書（平成15年度） 教育学部第四事務係 2003年度 2004年4月1日 無期限 紙 倉庫
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 管理・運営 教官会の記録に関するもの 平成15年度教官会 教育学部第四事務係 2003年度 2004年4月1日 30年 2033年度末 紙 倉庫
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 人事 出勤簿（実地指導講師） 出勤簿（実地指導講師 平成15年度） 教育学部第四事務係 2003年度 2004年4月1日 無期限 紙 倉庫
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 人事 出勤簿（非常勤講師） 出勤簿（非常勤講師 平成15年度） 教育学部第四事務係 2003年度 2004年4月1日 無期限 紙 倉庫
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 人事 出勤簿（非常勤職員） 出勤簿（非常勤職員 平成 15年度） 教育学部第四事務係 2003年度 2004年4月1日 無期限 紙 倉庫
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 人事 公務災害に関するもの 公務災害（平成15年度） 教育学部第四事務係 2003年度 未定 完結から3年 未定 紙 倉庫
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 人事 人事異動に関するもの 人事異動（平成15年度） 教育学部第四事務係 2003年度 2004年4月1日 無期限 紙 倉庫
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 人事 教員選考調書に関するもの 教員選考調書（平成16年度）
総務部学系支援課芸術・スポーツ科学
系事務係

2004年度 2005年4月1日 無期限 紙 倉庫
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 管理・運営 教官会の記録に関するもの 教授会（平成16年度）
総務部学系支援課芸術・スポーツ科学
系事務係

2004年度 2005年4月1日 30年 2034年度末 紙 倉庫
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 人事 出勤簿（実地指導講師） 出勤簿（実地指導講師 平成16年度）
総務部学系支援課芸術・スポーツ科学
系事務係

2004年度 2005年4月1日 無期限 紙 倉庫
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 人事 出勤簿（非常勤講師） 出勤簿（非常勤講師 平成16年度）
総務部学系支援課芸術・スポーツ科学
系事務係

2004年度 2005年4月1日 無期限 紙 倉庫
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 人事 出勤簿（非常勤職員） 出勤簿（非常勤職員 平成 16年度）
総務部学系支援課芸術・スポーツ科学
系事務係

2004年度 2005年4月1日 無期限 紙 倉庫
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 人事 公務災害に関するもの 公務災害（平成16年度）
総務部学系支援課芸術・スポーツ科学
系事務係

2004年度 未定 完結から3年 未定 紙 倉庫
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 会計 資産台帳 資産台帳（芸術・スポーツ科学系事務係平成16度）
総務部学系支援課芸術・スポーツ科学
系事務係

2004年度 2005年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 会計 資産台帳 資産台帳（美術・書道講座平成16年度）
総務部学系支援課芸術・スポーツ科学
系事務係

2004年度 2005年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 会計 資産台帳 資産台帳（健康・スポーツ科学講座平成16年度）
総務部学系支援課芸術・スポーツ科学
系事務係

2004年度 2005年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 会計 資産台帳 資産台帳（養護教育講座平成16年度）
総務部学系支援課芸術・スポーツ科学
系事務係

2004年度 2005年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 会計 資産台帳 資産台帳（音楽・演劇講座平成16年度）
総務部学系支援課芸術・スポーツ科学
系事務係

2004年度 2005年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 人事 人事異動に関するもの 人事異動（平成16年度）
総務部学系支援課芸術・スポーツ科学
系事務係

2004年度 2005年4月1日 無期限 紙 倉庫
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 人事 教員選考調書に関するもの 教員選考調書（平成17年度）
総務部学系支援課芸術・スポーツ科学
系事務係

2005年度 2006年4月1日 無期限 紙 倉庫
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 管理・運営 教官会の記録に関するもの 教授会（平成17年度）
総務部学系支援課芸術・スポーツ科学
系事務係

2005年度 2006年4月1日 30年 2035年度末 紙 倉庫
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 人事 公務災害に関するもの 公務災害（平成17年度）
総務部学系支援課芸術・スポーツ科学
系事務係

2005年度 未定 完結から3年 未定 紙 倉庫
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 会計 資産台帳 資産台帳（芸術・スポーツ科学系事務係平成17年度）
総務部学系支援課芸術・スポーツ科学
系事務係

2005年度 2006年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 会計 資産台帳 資産台帳（美術・書道講座平成17年度）
総務部学系支援課芸術・スポーツ科学
系事務係

2005年度 2006年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 会計 資産台帳 資産台帳（健康・スポーツ科学講座平成17年度）
総務部学系支援課芸術・スポーツ科学
系事務係

2005年度 2006年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 会計 資産台帳 資産台帳（養護教育講座平成17年度）
総務部学系支援課芸術・スポーツ科学
系事務係

2005年度 2006年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 会計 資産台帳 資産台帳（音楽・演劇講座平成17年度）
総務部学系支援課芸術・スポーツ科学
系事務係

2005年度 2006年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 人事 出勤簿（実地指導講師） 出勤簿（実地指導講師 平成17年度）
総務部学系支援課芸術・スポーツ科学
系事務係

2005年度 2006年4月1日 無期限 紙 倉庫
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 人事 出勤簿（非常勤講師） 出勤簿（非常勤講師 平成17年度）
総務部学系支援課芸術・スポーツ科学
系事務係

2005年度 2006年4月1日 無期限 紙 倉庫
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 人事 出勤簿（非常勤職員） 出勤簿（非常勤職員 平成 17年度）
総務部学系支援課芸術・スポーツ科学
系事務係

2005年度 2006年4月1日 無期限 紙 倉庫
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 人事 人事異動に関するもの 人事異動（平成17年度）
総務部学系支援課芸術・スポーツ科学
系事務係

2005年度 2006年4月1日 無期限 紙 倉庫
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 人事 教員選考調書に関するもの 教員選考調書（平成18年度）
総務部学系支援課芸術・スポーツ科学
系事務係

2006年度 2007年4月1日 無期限 紙 倉庫
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 人事 出勤簿（非常勤職員） 出勤簿（非常勤職員　平成18年）
総務部学系支援課芸術・スポーツ科学
系事務係

2006年度 2007年4月1日 無期限 紙 倉庫
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 人事 出勤簿（非常勤講師） 出勤簿（非常勤講師　平成18年）
総務部学系支援課芸術・スポーツ科学
系事務係

2006年度 2007年4月1日 無期限 紙 倉庫
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 人事 出勤簿（実地指導講師） 出勤簿（実地指導講師　平成18年）
総務部学系支援課芸術・スポーツ科学
系事務係

2006年度 2007年4月1日 無期限 紙 倉庫
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 管理・運営 教授会の記録に関するもの 教授会（平成18年度）
総務部学系支援課芸術・スポーツ科学
系事務係

2006年度 2007年4月1日 30年 2036年度末 紙 倉庫
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 人事 公務災害に関するもの 公務災害（平成18年度）
総務部学系支援課芸術・スポーツ科学
系事務係

2006年度 未定 完結から3年 未定 紙 倉庫
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 会計 資産台帳 資産台帳（芸術・スポーツ科学系事務係平成18年度）
総務部学系支援課芸術・スポーツ科学
系事務係

2006年度 2007年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 会計 資産台帳 資産台帳（美術・書道講座平成18年度）
総務部学系支援課芸術・スポーツ科学
系事務係

2006年度 2007年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 会計 資産台帳 資産台帳（健康・スポーツ科学講座平成18年度）
総務部学系支援課芸術・スポーツ科学
系事務係

2006年度 2007年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 会計 資産台帳 資産台帳（養護教育講座平成18年度）
総務部学系支援課芸術・スポーツ科学
系事務係

2006年度 2007年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 会計 資産台帳 資産台帳（音楽・演劇講座平成18年度）
総務部学系支援課芸術・スポーツ科学
系事務係

2006年度 2007年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 人事 人事異動に関するもの 人事異動（平成18年度）
総務部学系支援課芸術・スポーツ科学
系事務係

2006年度 2007年4月1日 無期限 紙 倉庫
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 人事 教員選考調書に関するもの 教員選考調書（平成19年度）
総務部学系支援課芸術・スポーツ科学
系事務係

2007年度 2008年4月1日 無期限 紙 倉庫
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄
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備考

芸スポ 人事 出勤簿（非常勤職員） 出勤簿（非常勤職員　平成19年）
総務部学系支援課芸術・スポーツ科学
系事務係

2007年度 2008年4月1日 無期限 紙 倉庫
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 人事 出勤簿（非常勤講師） 出勤簿（非常勤講師　平成19年）
総務部学系支援課芸術・スポーツ科学
系事務係

2007年度 2008年4月1日 無期限 紙 倉庫
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 人事 出勤簿（実地指導講師） 出勤簿（実地指導講師　平成19年）
総務部学系支援課芸術・スポーツ科学
系事務係

2007年度 2008年4月1日 無期限 紙 倉庫
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 管理・運営 教授会の記録に関するもの 教授会（平成19年度）
総務部学系支援課芸術・スポーツ科学
系事務係

2007年度 2008年4月1日 30年 2037年度末 紙 倉庫
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 人事 公務災害に関するもの 公務災害（平成19年度）
総務部学系支援課芸術・スポーツ科学
系事務係

2007年度 未定 完結から3年 未定 紙 倉庫
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 会計 資産台帳 資産台帳（芸術・スポーツ科学系事務係平成19年度）
総務部学系支援課芸術・スポーツ科学
系事務係

2007年度 2008年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 会計 資産台帳 資産台帳（美術・書道講座平成19年度）
総務部学系支援課芸術・スポーツ科学
系事務係

2007年度 2008年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 会計 資産台帳 資産台帳（健康・スポーツ科学講座平成19年度）
総務部学系支援課芸術・スポーツ科学
系事務係

2007年度 2008年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 会計 資産台帳 資産台帳（養護教育講座平成19年度）
総務部学系支援課芸術・スポーツ科学
系事務係

2007年度 2008年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 会計 資産台帳 資産台帳（音楽・演劇講座平成19年度）
総務部学系支援課芸術・スポーツ科学
系事務係

2007年度 2008年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 人事 人事異動に関するもの 人事異動（平成19年度）
総務部学系支援課芸術・スポーツ科学
系事務係

2007年度 2008年4月1日 無期限 紙 倉庫
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 人事 教員選考調書に関するもの 教員選考調書（平成20年度）
総務部学系支援課芸術・スポーツ科学
系事務係

2008年度 2009年4月1日 無期限 紙 倉庫
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 人事 人事異動に関するもの 人事異動（平成20年度）
総務部学系支援課芸術・スポーツ科学
系事務係

2008年度 2009年4月1日 無期限 紙 倉庫
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 人事 出勤簿（非常勤職員） 出勤簿（非常勤職員　平成20年）
総務部学系支援課芸術・スポーツ科学
系事務係

2008年度 2009年4月1日 無期限 紙 倉庫
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 人事 出勤簿（非常勤講師） 出勤簿（非常勤講師　平成20年）
総務部学系支援課芸術・スポーツ科学
系事務係

2008年度 2009年4月1日 無期限 紙 倉庫
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 人事 出勤簿（実地指導講師） 出勤簿（実地指導講師　平成20年）
総務部学系支援課芸術・スポーツ科学
系事務係

2008年度 2009年4月1日 無期限 紙 倉庫
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 管理・運営 教授会の記録に関するもの 教授会（平成20年度）
総務部学系支援課芸術・スポーツ科学
系事務係

2008年度 2009年4月1日 30年 2038年度末 紙 倉庫
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 人事 公務災害に関するもの 公務災害（平成20年度）
総務部学系支援課芸術・スポーツ科学
系事務係

2008年度 未定 完結から3年 未定 紙 倉庫
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 会計 資産台帳 資産台帳（芸術・スポーツ科学系事務係平成20年度）
総務部学系支援課芸術・スポーツ科学
系事務係

2008年度 2009年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 会計 資産台帳 資産台帳（美術・書道講座平成20年度）
総務部学系支援課芸術・スポーツ科学
系事務係

2008年度 2009年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 会計 資産台帳 資産台帳（健康・スポーツ科学講座平成20年度）
総務部学系支援課芸術・スポーツ科学
系事務係

2008年度 2009年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 会計 資産台帳 資産台帳（養護教育講座平成20年度）
総務部学系支援課芸術・スポーツ科学
系事務係

2008年度 2009年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 会計 資産台帳 資産台帳（音楽・演劇講座平成20年度）
総務部学系支援課芸術・スポーツ科学
系事務係

2008年度 2009年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 人事 教員選考調書に関するもの 教員選考調書（平成21年度） 教育研究支援部教育研究支援課 2009年度 2010年4月1日 無期限 紙 倉庫
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 人事 人事異動に関するもの 人事異動（平成21年度） 教育研究支援部教育研究支援課 2009年度 2010年4月1日 無期限 紙 倉庫
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 施設
全学共通利用スペース関係で
無期限保存が必要であると認
めるもの

全学共通利用スペース関係（平成21年度） 教育研究支援部教育研究支援課 2009年度 2010年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 人事
勤務時間記録簿（非常勤職
員）

勤務時間記録簿（非常勤職員　平成21年） 教育研究支援部教育研究支援課 2009年度 2010年4月1日 無期限 紙 倉庫
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 人事 出勤簿（非常勤講師） 出勤簿（非常勤講師　平成21年） 教育研究支援部教育研究支援課 2009年度 2010年4月1日 無期限 紙 倉庫
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 人事 出勤簿（実地指導講師） 出勤簿（実地指導講師　平成21年） 教育研究支援部教育研究支援課 2009年度 2010年4月1日 無期限 紙 倉庫
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 管理・運営 教授会の記録に関するもの 教授会（平成21年度） 教育研究支援部教育研究支援課 2009年度 2010年4月1日 30年 2039年度末 紙 倉庫
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 人事 公務災害に関するもの 公務災害（平成21年度） 教育研究支援部教育研究支援課 2009年度 未定 完結から3年 未定 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 会計 資産台帳 資産台帳（芸術・スポーツ科学系事務係平成21年度） 教育研究支援部教育研究支援課 2009年度 2010年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 会計 資産台帳 資産台帳（美術・書道講座平成21年度） 教育研究支援部教育研究支援課 2009年度 2010年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 会計 資産台帳 資産台帳（健康・スポーツ科学講座平成21年度） 教育研究支援部教育研究支援課 2009年度 2010年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 会計 資産台帳 資産台帳（養護教育講座平成21年度） 教育研究支援部教育研究支援課 2009年度 2010年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 会計 資産台帳 資産台帳（音楽・演劇講座平成21年度） 教育研究支援部教育研究支援課 2009年度 2010年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 人事 教員選考調書に関するもの 教員選考調書（平成22年度） 教育研究支援部教育研究支援課 2010年度 2011年4月1日 無期限 紙 倉庫
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 人事 人事異動に関するもの 人事異動（平成22年度） 教育研究支援部教育研究支援課 2010年度 2011年4月1日 無期限 紙 倉庫
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 施設
全学共通利用スペース関係で
無期限保存が必要であると認
めるもの

全学共通利用スペース関係（平成22年度） 教育研究支援部教育研究支援課 2010年度 2011年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 人事
勤務時間記録簿（非常勤職
員）

勤務時間記録簿（非常勤職員　平成22年） 教育研究支援部教育研究支援課 2010年度 2011年4月1日 無期限 紙 倉庫
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 人事 出勤簿（非常勤講師） 出勤簿（非常勤講師　平成22年） 教育研究支援部教育研究支援課 2010年度 2011年4月1日 無期限 紙 倉庫
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 人事 出勤簿（実地指導講師） 出勤簿（実地指導講師　平成22年） 教育研究支援部教育研究支援課 2010年度 2011年4月1日 無期限 紙 倉庫
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 管理・運営 教授会の記録に関するもの 教授会（平成22年度） 教育研究支援部教育研究支援課 2010年度 2011年4月1日 30年 2040年度末 紙 倉庫
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 人事 公務災害に関するもの 公務災害（平成22年度） 教育研究支援部教育研究支援課 2010年度 未定 完結から3年 未定 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 会計 資産台帳 資産台帳（芸術・スポーツ科学系事務係平成22年度） 教育研究支援部教育研究支援課 2010年度 2011年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 会計 資産台帳 資産台帳（美術・書道講座平成22年度） 教育研究支援部教育研究支援課 2010年度 2011年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 会計 資産台帳 資産台帳（健康・スポーツ科学講座平成22年度） 教育研究支援部教育研究支援課 2010年度 2011年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 会計 資産台帳 資産台帳（養護教育講座平成22年度） 教育研究支援部教育研究支援課 2010年度 2011年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 会計 資産台帳 資産台帳（音楽・演劇講座平成22年度） 教育研究支援部教育研究支援課 2010年度 2011年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 人事 教員選考調書に関するもの 教員選考調書（平成23年度） 教育研究支援部教育研究支援課 2011年度 2012年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 人事 人事異動に関するもの 人事異動（平成23年度） 教育研究支援部教育研究支援課 2011年度 2012年4月1日 無期限 紙 倉庫
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 施設
全学共通利用スペース関係で
無期限保存が必要であると認
めるもの

全学共通利用スペース関係（平成23年度） 教育研究支援部教育研究支援課 2011年度 2012年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 人事
勤務時間記録簿（非常勤職
員）

勤務時間記録簿（非常勤職員　平成23年） 教育研究支援部教育研究支援課 2011年度 2012年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 人事 出勤簿（非常勤講師） 出勤簿（非常勤講師　平成23年） 教育研究支援部教育研究支援課 2011年度 2012年4月1日 無期限 紙 倉庫
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 人事 出勤簿（実地指導講師） 出勤簿（実地指導講師　平成23年） 教育研究支援部教育研究支援課 2011年度 2012年4月1日 無期限 紙 倉庫
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 管理・運営 教授会の記録に関するもの 教授会（平成23年度） 教育研究支援部教育研究支援課 2011年度 2012年4月1日 30年 2041年度末 紙 倉庫
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 人事 公務災害に関するもの 公務災害（平成23年度） 教育研究支援部教育研究支援課 2011年度 未定 完結から3年 未定 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 会計 資産台帳 資産台帳（芸術・スポーツ科学系事務係平成23年度） 教育研究支援部教育研究支援課 2011年度 2012年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 会計 資産台帳 資産台帳（美術・書道講座平成23年度） 教育研究支援部教育研究支援課 2011年度 2012年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 会計 資産台帳 資産台帳（健康・スポーツ科学講座平成23年度） 教育研究支援部教育研究支援課 2011年度 2012年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 会計 資産台帳 資産台帳（養護教育講座平成23年度） 教育研究支援部教育研究支援課 2011年度 2012年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄
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芸スポ 会計 資産台帳 資産台帳（音楽・演劇講座平成23年度） 教育研究支援部教育研究支援課 2011年度 2012年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 人事
叙位・叙勲（栄典・表彰）に関
するもの

叙位・叙勲（平成24年度） 教育研究支援部教育研究支援課 2012年度 2013年4月1日 10年 2022年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 人事 兼業に関するもの 兼業（平成24年度） 教育研究支援部教育研究支援課 2012年度 未定 兼業終了後3年 未定 紙 倉庫
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 人事 講師派遣に関するもの 講師派遣（平成24年度） 教育研究支援部教育研究支援課 2012年度 未定 兼業終了後3年 未定 紙 倉庫
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 人事 教員選考調書に関するもの 教員選考調書（平成24年度） 教育研究支援部教育研究支援課 2012年度 2013年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 人事 人事異動に関するもの 人事異動（平成24年度） 教育研究支援部教育研究支援課 2012年度 2013年4月1日 無期限 紙 倉庫
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 施設
全学共通利用スペース関係で
無期限保存が必要であると認
めるもの

全学共通利用スペース関係（平成24年度） 教育研究支援部教育研究支援課 2012年度 2013年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 人事
勤務時間記録簿（非常勤職
員）

勤務時間記録簿（非常勤職員　平成24年） 教育研究支援部教育研究支援課 2012年度 2013年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 人事 出勤簿（非常勤講師） 出勤簿（非常勤講師　平成24年） 教育研究支援部教育研究支援課 2012年度 2013年4月1日 無期限 紙 倉庫
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 人事 出勤簿（実地指導講師） 出勤簿（実地指導講師　平成24年） 教育研究支援部教育研究支援課 2012年度 2013年4月1日 無期限 紙 倉庫
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 管理・運営 教授会の記録に関するもの 教授会（平成24年度） 教育研究支援部教育研究支援課 2012年度 2012年4月1日 30年 2041年度末 紙 倉庫
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 人事 公務災害に関するもの 公務災害（平成24年度） 教育研究支援部教育研究支援課 2012年度 未定 完結から3年 未定 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 会計 資産台帳 資産台帳（芸術・スポーツ科学系事務係平成24年度） 教育研究支援部教育研究支援課 2012年度 2013年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 会計 資産台帳 資産台帳（美術・書道講座平成24年度） 教育研究支援部教育研究支援課 2012年度 2013年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 会計 資産台帳 資産台帳（健康・スポーツ科学講座平成24年度） 教育研究支援部教育研究支援課 2012年度 2013年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 会計 資産台帳 資産台帳（養護教育講座平成24年度） 教育研究支援部教育研究支援課 2012年度 2013年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 会計 資産台帳 資産台帳（音楽・演劇講座平成24年度） 教育研究支援部教育研究支援課 2012年度 2013年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 人事 選挙関係に関するもの 選挙関係（平成24年度） 教育研究支援部教育研究支援課 2012年度 2013年4月1日 10年 2022年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 人事
叙位・叙勲（栄典・表彰）に関
するもの

叙位・叙勲（平成25年度） 教育研究支援部教育研究支援課 2013年度 2014年4月1日 10年 2023年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 人事 教員選考調書に関するもの 教員選考調書（平成25年度） 教育研究支援部教育研究支援課 2013年度 2014年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 人事 人事異動に関するもの 人事異動（平成25年度） 教育研究支援部教育研究支援課 2013年度 2014年4月1日 無期限 紙 倉庫
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 施設
全学共通利用スペース関係で
無期限保存が必要であると認
めるもの

全学共通利用スペース関係（平成25年度） 教育研究支援部教育研究支援課 2013年度 2014年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 人事
勤務時間記録簿（非常勤職
員）

勤務時間記録簿（非常勤職員　平成25年） 教育研究支援部教育研究支援課 2013年度 2014年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 人事 出勤簿（非常勤講師） 出勤簿（非常勤講師　平成25年） 教育研究支援部教育研究支援課 2013年度 2014年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 人事 出勤簿（実地指導講師） 出勤簿（実地指導講師　平成25年） 教育研究支援部教育研究支援課 2013年度 2014年4月1日 無期限 紙 倉庫
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 管理・運営 教授会の記録に関するもの 教授会（平成25年度） 教育研究支援部教育研究支援課 2013年度 2014年4月1日 30年 2043年度末 紙 倉庫
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 人事 公務災害に関するもの 公務災害（平成25年度） 教育研究支援部教育研究支援課 2013年度 未定 完結から3年 未定 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 会計 資産台帳 資産台帳（芸術・スポーツ科学系事務係平成25年度） 教育研究支援部教育研究支援課 2013年度 2014年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 会計 資産台帳 資産台帳（美術・書道講座平成25年度） 教育研究支援部教育研究支援課 2013年度 2014年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 会計 資産台帳 資産台帳（健康・スポーツ科学講座平成25年度） 教育研究支援部教育研究支援課 2013年度 2014年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 会計 資産台帳 資産台帳（養護教育講座平成25年度） 教育研究支援部教育研究支援課 2013年度 2014年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 会計 資産台帳 資産台帳（音楽・演劇講座平成25年度） 教育研究支援部教育研究支援課 2013年度 2014年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 人事 選挙関係に関するもの 選挙関係（平成25年度） 教育研究支援部教育研究支援課 2013年度 2014年4月1日 10年 2023年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 人事
叙位・叙勲（栄典・表彰）に関
するもの

叙位・叙勲（平成26年度）
総務部学系支援課芸術・スポーツ科学
系事務係

2014年度 2015年4月1日 10年 2024年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 人事 兼業に関するもの 兼業（平成26年度）
総務部学系支援課芸術・スポーツ科学
系事務係

2014年度 未定 兼業終了後3年 未定 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 人事 講師派遣に関するもの 講師派遣（平成26年度）
総務部学系支援課芸術・スポーツ科学
系事務係

2014年度 未定 兼業終了後3年 未定 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 人事 教員選考調書に関するもの 教員選考調書（平成26年度）
総務部学系支援課芸術・スポーツ科学
系事務係

2014年度 2015年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 人事 人事異動に関するもの 人事異動（平成26年度）
総務部学系支援課芸術・スポーツ科学
系事務係

2014年度 2015年4月1日 無期限 紙 倉庫
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 施設
全学共通利用スペース関係で
無期限保存が必要であると認
めるもの

全学共通利用スペース関係（平成26年度）
総務部学系支援課芸術・スポーツ科学
系事務係

2014年度 2015年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 人事
勤務時間記録簿（非常勤職
員）

勤務時間記録簿（非常勤職員　平成26年）
総務部学系支援課芸術・スポーツ科学
系事務係

2014年度 2015年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 人事 出勤簿（非常勤講師） 出勤簿（非常勤講師　平成26年）
総務部学系支援課芸術・スポーツ科学
系事務係

2014年度 2015年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 人事 出勤簿（実地指導講師） 出勤簿（実地指導講師　平成26年）
総務部学系支援課芸術・スポーツ科学
系事務係

2014年度 2015年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 管理・運営 教授会の記録に関するもの 教授会（平成26年度）
総務部学系支援課芸術・スポーツ科学
系事務係

2014年度 2015年4月1日 30年 2044年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 人事 公務災害に関するもの 公務災害（平成26年度）
総務部学系支援課芸術・スポーツ科学
系事務係

2014年度 未定 完結から3年 未定 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 会計 資産台帳 資産台帳（芸術・スポーツ科学系事務係平成26年度）
総務部学系支援課芸術・スポーツ科学
系事務係

2014年度 2015年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 会計 資産台帳 資産台帳（美術・書道講座平成26年度）
総務部学系支援課芸術・スポーツ科学
系事務係

2014年度 2015年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 会計 資産台帳 資産台帳（健康・スポーツ科学講座平成26年度）
総務部学系支援課芸術・スポーツ科学
系事務係

2014年度 2015年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 会計 資産台帳 資産台帳（養護教育講座平成26年度）
総務部学系支援課芸術・スポーツ科学
系事務係

2014年度 2015年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 会計 資産台帳 資産台帳（音楽・演劇講座平成26年度）
総務部学系支援課芸術・スポーツ科学
系事務係

2014年度 2015年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 人事 選挙関係に関するもの 選挙関係（平成26年度）
総務部学系支援課芸術・スポーツ科学
系事務係

2014年度 2015年4月1日 10年 2024年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 人事
叙位・叙勲（栄典・表彰）に関
するもの

叙位・叙勲（平成27年度）
総務部学系支援課芸術・スポーツ科学
系事務係

2015年度 2016年4月1日 10年 2025年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 人事 兼業に関するもの 兼業（平成27年度）
総務部学系支援課芸術・スポーツ科学
系事務係

2015年度 未定 兼業終了後3年 未定 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 人事 講師派遣に関するもの 講師派遣（平成27年度）
総務部学系支援課芸術・スポーツ科学
系事務係

2015年度 未定 兼業終了後3年 未定 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 人事 教員選考調書に関するもの 教員選考調書（平成27年度）
総務部学系支援課芸術・スポーツ科学
系事務係

2015年度 2016年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 人事 人事異動に関するもの 人事異動（平成27年度）
総務部学系支援課芸術・スポーツ科学
系事務係

2015年度 2016年4月1日 無期限 紙 倉庫
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 施設
全学共通利用スペース関係で
無期限保存が必要であると認
めるもの

全学共通利用スペース関係（平成27年度）
総務部学系支援課芸術・スポーツ科学
系事務係

2015年度 2016年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 人事
勤務時間記録簿（非常勤職
員）

勤務時間記録簿（非常勤職員　平成27年）
総務部学系支援課芸術・スポーツ科学
系事務係

2015年度 2016年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 人事 出勤簿（非常勤講師） 出勤簿（非常勤講師　平成27年）
総務部学系支援課芸術・スポーツ科学
系事務係

2015年度 2016年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 人事 出勤簿（実地指導講師） 出勤簿（実地指導講師　平成27年）
総務部学系支援課芸術・スポーツ科学
系事務係

2015年度 2016年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 管理・運営 教授会の記録に関するもの 教授会（平成27年度）
総務部学系支援課芸術・スポーツ科学
系事務係

2015年度 2016年4月1日 30年 2045年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 人事 公務災害に関するもの 公務災害（平成27年度）
総務部学系支援課芸術・スポーツ科学
系事務係

2015年度 未定 完結から3年 未定 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄
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12)保存期間満
了時の措置

備考

芸スポ 会計 資産台帳 資産台帳（芸術・スポーツ科学系事務係平成27年度）
総務部学系支援課芸術・スポーツ科学
系事務係

2015年度 2016年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 会計 資産台帳 資産台帳（美術・書道講座平成27年度）
総務部学系支援課芸術・スポーツ科学
系事務係

2015年度 2016年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 会計 資産台帳 資産台帳（健康・スポーツ科学講座平成27年度）
総務部学系支援課芸術・スポーツ科学
系事務係

2015年度 2016年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 会計 資産台帳 資産台帳（養護教育講座平成27年度）
総務部学系支援課芸術・スポーツ科学
系事務係

2015年度 2016年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 会計 資産台帳 資産台帳（音楽・演劇講座平成27年度）
総務部学系支援課芸術・スポーツ科学
系事務係

2015年度 2016年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 人事 選挙関係に関するもの 選挙関係（平成27年度）
総務部学系支援課芸術・スポーツ科学
系事務係

2015年度 2016年4月1日 10年 2025年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 人事
叙位・叙勲（栄典・表彰）に関
するもの

叙位・叙勲（平成28年度）
総務部学系支援課芸術・スポーツ科学
系事務係

2016年度 2017年4月1日 10年 2026年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 人事 兼業に関するもの 兼業（平成28年度）
総務部学系支援課芸術・スポーツ科学
系事務係

2016年度 未定 兼業終了後3年 未定 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 人事 講師派遣に関するもの 講師派遣（平成28年度）
総務部学系支援課芸術・スポーツ科学
系事務係

2016年度 未定 兼業終了後3年 未定 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 人事 教員選考調書に関するもの 教員選考調書（平成28年度）
総務部学系支援課芸術・スポーツ科学
系事務係

2016年度 2017年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 人事 人事異動に関するもの 人事異動（平成28年度）
総務部学系支援課芸術・スポーツ科学
系事務係

2016年度 2017年4月1日 無期限 紙 倉庫
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 施設
全学共通利用スペース関係で
無期限保存が必要であると認
めるもの

全学共通利用スペース関係（平成28年度）
総務部学系支援課芸術・スポーツ科学
系事務係

2016年度 2017年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 人事
勤務時間記録簿（非常勤職
員）

勤務時間記録簿（非常勤職員　平成28年）
総務部学系支援課芸術・スポーツ科学
系事務係

2016年度 2017年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 人事 出勤簿（非常勤講師） 出勤簿（非常勤講師　平成28年）
総務部学系支援課芸術・スポーツ科学
系事務係

2016年度 2017年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 人事 出勤簿（実地指導講師） 出勤簿（実地指導講師　平成28年）
総務部学系支援課芸術・スポーツ科学
系事務係

2016年度 2017年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 管理・運営 教授会の記録に関するもの 教授会（平成28年度）
総務部学系支援課芸術・スポーツ科学
系事務係

2016年度 2017年4月1日 30年 2046年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 人事 公務災害に関するもの 公務災害（平成28年度）
総務部学系支援課芸術・スポーツ科学
系事務係

2016年度 未定 完結から3年 未定 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 会計 資産台帳 資産台帳（芸術・スポーツ科学系事務係平成28年度）
総務部学系支援課芸術・スポーツ科学
系事務係

2016年度 2017年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 会計 資産台帳 資産台帳（美術・書道講座平成28年度）
総務部学系支援課芸術・スポーツ科学
系事務係

2016年度 2017年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 会計 資産台帳 資産台帳（健康・スポーツ科学講座平成28年度）
総務部学系支援課芸術・スポーツ科学
系事務係

2016年度 2017年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 会計 資産台帳 資産台帳（養護教育講座平成28年度）
総務部学系支援課芸術・スポーツ科学
系事務係

2016年度 2017年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 会計 資産台帳 資産台帳（音楽・演劇講座平成28年度）
総務部学系支援課芸術・スポーツ科学
系事務係

2016年度 2017年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 人事 選挙関係に関するもの 選挙関係（平成28年度）
総務部学系支援課芸術・スポーツ科学
系事務係

2016年度 2017年4月1日 10年 2026年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 人事
叙位・叙勲（栄典・表彰）に関
するもの

叙位・叙勲（平成29年度）
総務部学系支援課芸術・スポーツ科学
系事務係

2017年度 2018年4月1日 10年 2027年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 施設
毒物・劇物関係で5年保存が
必要であると認めるもの

毒物・劇物関係（平成29年度）
総務部学系支援課芸術・スポーツ科学
系事務係

2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 会計
諸謝金で5年保存が必要であ
ると認めるもの

諸謝金(平成29年度）
総務部学系支援課芸術・スポーツ科学
系事務係

2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 施設
施設の利用について5年保存
が必要であると認めるもの

施設の利用について（平成29年度）
総務部学系支援課芸術・スポーツ科学
系事務係

2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 会計
役務関係契約依頼書に関する
文書

役務関係契約依頼書（平成29年度）
総務部学系支援課芸術・スポーツ科学
系事務係

2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 管理・運営
芸術・スポーツ科学系運営委
員会に関するもの

平成29年度芸術・スポーツ科学系運営委員会
総務部学系支援課芸術・スポーツ科学
系事務係

2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 管理・運営
芸術館運営委員会に関するも
の

平成29年度芸術館運営委員会
総務部学系支援課芸術・スポーツ科学
系事務係

2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 管理・運営
体育施設運営委員会に関する
もの

平成29年度体育施設運営委員会
総務部学系支援課芸術・スポーツ科学
系事務係

2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 管理・運営 各種委員会に関するもの 各種委員会（平成29年度）
総務部学系支援課芸術・スポーツ科学
系事務係

2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 研究協力
共同研究・寄付金に関するも
の

共同研究・寄付金（平成29年度）
総務部学系支援課芸術・スポーツ科学
系事務係

2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 研究協力 研究員に関するもの 研究員（平成29年度）
総務部学系支援課芸術・スポーツ科学
系事務係

2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 研究助成
科学研究費補助金で5年保存
が必要であると認めるもの

科学研究費補助金（平成29年度）
総務部学系支援課芸術・スポーツ科学
系事務係

2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 人事 兼業に関するもの 兼業（平成29年度）
総務部学系支援課芸術・スポーツ科学
系事務係

2017年度 未定 兼業終了後3年 未定 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 人事 講師派遣に関するもの 講師派遣（平成29年度）
総務部学系支援課芸術・スポーツ科学
系事務係

2017年度 未定 兼業終了後3年 未定 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 施設 修繕・役務に関するもの 修繕・役務（平成29年度）
総務部学系支援課芸術・スポーツ科学
系事務係

2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 人事 教員選考調書に関するもの 教員選考調書（平成29年度）
総務部学系支援課芸術・スポーツ科学
系事務係

2017年度 2018年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 人事
特任教員選考調書で5年保存
が必要であると認めるもの

特任教員選考調書（平成29年度）
総務部学系支援課芸術・スポーツ科学
系事務係

2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 人事 人事異動に関するもの 人事異動（平成29年度）
総務部学系支援課芸術・スポーツ科学
系事務係

2017年度 2018年4月1日 無期限 紙 倉庫
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 施設
プール関係で5年保存が必要
であると認めるもの

プール関係（平成29年度）
総務部学系支援課芸術・スポーツ科学
系事務係

2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 施設
全学共通利用スペース関係で
無期限保存が必要であると認
めるもの

全学共通利用スペース関係（平成29年度）
総務部学系支援課芸術・スポーツ科学
系事務係

2017年度 2018年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 人事 作業環境測定等に関するもの 作業環境測定等（平成29年度）
総務部学系支援課芸術・スポーツ科学
系事務係

2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 人事
勤務時間記録簿（非常勤職
員）

勤務時間記録簿（非常勤職員　平成29年）
総務部学系支援課芸術・スポーツ科学
系事務係

2017年度 2018年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 人事 出勤簿（非常勤講師） 出勤簿（非常勤講師　平成29年）
総務部学系支援課芸術・スポーツ科学
系事務係

2017年度 2018年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 人事 出勤簿（実地指導講師） 出勤簿（実地指導講師　平成29年）
総務部学系支援課芸術・スポーツ科学
系事務係

2017年度 2018年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 人事
証明書発行願で5年保存が必
要であると認めるもの

証明書発行願（平成29年度）
総務部学系支援課芸術・スポーツ科学
系事務係

2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 人事
教員選考委員会で5年保存が
必要であると認めるもの

教員選考委員会（平成29年度）
総務部学系支援課芸術・スポーツ科学
系事務係

2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 人事
特任教員関係で5年保存が必
要であると認めるもの

特任教員関係（平成29年度）
総務部学系支援課芸術・スポーツ科学
系事務係

2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 管理・運営 教授会の記録に関するもの 教授会（平成29年度）
総務部学系支援課芸術・スポーツ科学
系事務係

2017年度 2018年4月1日 30年 2047年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 人事 公務災害に関するもの 公務災害（平成29年度）
総務部学系支援課芸術・スポーツ科学
系事務係

2017年度 未定 完結から3年 未定 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 人事 勤務時間記録簿 勤務時間記録簿（平成29年度）
総務部学系支援課芸術・スポーツ科学
系事務係

2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 人事 勤務状況申告書 勤務状況申告書（平成29年度）
総務部学系支援課芸術・スポーツ科学
系事務係

2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 人事 勤務時間報告書 勤務時間報告書（平成29年度）
総務部学系支援課芸術・スポーツ科学
系事務係

2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 会計 資産台帳 資産台帳（芸術・スポーツ科学系事務係平成29年度）
総務部学系支援課芸術・スポーツ科学
系事務係

2017年度 2018年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 会計 資産台帳 資産台帳（美術・書道講座平成29年度）
総務部学系支援課芸術・スポーツ科学
系事務係

2017年度 2018年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 会計 資産台帳 資産台帳（健康・スポーツ科学講座平成29年度）
総務部学系支援課芸術・スポーツ科学
系事務係

2017年度 2018年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 会計 資産台帳 資産台帳（養護教育講座平成29年度）
総務部学系支援課芸術・スポーツ科学
系事務係

2017年度 2018年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 会計 資産台帳 資産台帳（音楽・演劇講座平成29年度）
総務部学系支援課芸術・スポーツ科学
系事務係

2017年度 2018年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 管理・運営
名誉教授で5年保存が必要で
あると認めるもの

名誉教授（平成29年度）
総務部学系支援課芸術・スポーツ科学
系事務係

2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄
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等
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12)保存期間満
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備考

芸スポ 人事 選挙関係に関するもの 選挙関係（平成29年度）
総務部学系支援課芸術・スポーツ科学
系事務係

2017年度 2018年4月1日 10年 2027年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 会計 予算配分・振替に関する文書 予算配分・振替（平成29年度）
総務部学系支援課芸術・スポーツ科学
系事務係

2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 会計 予算要求に関する文書 予算要求（平成29年度）
総務部学系支援課芸術・スポーツ科学
系事務係

2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 会計 旅行命令伺 旅行命令伺（平成29年度）
総務部学系支援課芸術・スポーツ科学
系事務係

2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 倉庫
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 会計 公務外出申請書 公務外出申請書（平成29年度）
総務部学系支援課芸術・スポーツ科学
系事務係

2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 人事
叙位・叙勲（栄典・表彰）に関
するもの

叙位・叙勲（平成30年度）
総務部学系支援課芸術・スポーツ科学
系事務係

2018年度 2019年4月1日 10年 2028年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 施設
毒物・劇物関係で5年保存が
必要であると認めるもの

毒物・劇物関係（平成30年度）
総務部学系支援課芸術・スポーツ科学
系事務係

2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 会計
諸謝金で5年保存が必要であ
ると認めるもの

諸謝金(平成30年度）
総務部学系支援課芸術・スポーツ科学
系事務係

2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 施設
施設の利用について5年保存
が必要であると認めるもの

施設の利用について（平成30年度）
総務部学系支援課芸術・スポーツ科学
系事務係

2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 会計
役務関係契約依頼書に関する
文書

役務関係契約依頼書（平成30年度）
総務部学系支援課芸術・スポーツ科学
系事務係

2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 管理・運営
芸術・スポーツ科学系運営委
員会に関するもの

平成30年度芸術・スポーツ科学系運営委員会
総務部学系支援課芸術・スポーツ科学
系事務係

2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 管理・運営
芸術館運営委員会に関するも
の

平成30年度芸術館運営委員会
総務部学系支援課芸術・スポーツ科学
系事務係

2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 管理・運営
体育施設運営委員会に関する
もの

平成30年度体育施設運営委員会
総務部学系支援課芸術・スポーツ科学
系事務係

2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 管理・運営 各種委員会に関するもの 各種委員会（平成30年度）
総務部学系支援課芸術・スポーツ科学
系事務係

2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 研究協力
共同研究・寄付金に関するも
の

共同研究・寄付金（平成30年度）
総務部学系支援課芸術・スポーツ科学
系事務係

2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 研究協力 研究員に関するもの 研究員（平成30年度）
総務部学系支援課芸術・スポーツ科学
系事務係

2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 研究助成
科学研究費補助金で5年保存
が必要であると認めるもの

科学研究費補助金（平成30年度）
総務部学系支援課芸術・スポーツ科学
系事務係

2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 人事 兼業に関するもの 兼業（平成30年度）
総務部学系支援課芸術・スポーツ科学
系事務係

2018年度 未定 兼業終了後3年 未定 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 人事 講師派遣に関するもの 講師派遣（平成30年度）
総務部学系支援課芸術・スポーツ科学
系事務係

2018年度 未定 兼業終了後3年 未定 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 施設 修繕・役務に関するもの 修繕・役務（平成30年度）
総務部学系支援課芸術・スポーツ科学
系事務係

2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 人事 教員選考調書に関するもの 教員選考調書（平成30年度）
総務部学系支援課芸術・スポーツ科学
系事務係

2018年度 2019年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 人事
特任教員選考調書で5年保存
が必要であると認めるもの

特任教員選考調書（平成30年度）
総務部学系支援課芸術・スポーツ科学
系事務係

2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 人事 人事異動に関するもの 人事異動（平成30年度）
総務部学系支援課芸術・スポーツ科学
系事務係

2018年度 2019年4月1日 無期限 紙 倉庫
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 施設
プール関係で5年保存が必要
であると認めるもの

プール関係（平成30年度）
総務部学系支援課芸術・スポーツ科学
系事務係

2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 施設
全学共通利用スペース関係で
無期限保存が必要であると認
めるもの

全学共通利用スペース関係（平成30年度）
総務部学系支援課芸術・スポーツ科学
系事務係

2018年度 2019年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 人事 作業環境測定等に関するもの 作業環境測定等（平成30年度）
総務部学系支援課芸術・スポーツ科学
系事務係

2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 人事
勤務時間記録簿（非常勤職
員）

勤務時間記録簿（非常勤職員　平成30年）
総務部学系支援課芸術・スポーツ科学
系事務係

2018年度 2019年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 人事 出勤簿（非常勤講師） 出勤簿（非常勤講師　平成30年）
総務部学系支援課芸術・スポーツ科学
系事務係

2018年度 2019年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 人事 出勤簿（実地指導講師） 出勤簿（実地指導講師　平成30年）
総務部学系支援課芸術・スポーツ科学
系事務係

2018年度 2019年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 人事
証明書発行願で5年保存が必
要であると認めるもの

証明書発行願（平成30年度）
総務部学系支援課芸術・スポーツ科学
系事務係

2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 人事
教員選考委員会で5年保存が
必要であると認めるもの

教員選考委員会（平成30年度）
総務部学系支援課芸術・スポーツ科学
系事務係

2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 人事
特任教員関係で5年保存が必
要であると認めるもの

特任教員関係（平成30年度）
総務部学系支援課芸術・スポーツ科学
系事務係

2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 管理・運営 教授会の記録に関するもの 教授会（平成30年度）
総務部学系支援課芸術・スポーツ科学
系事務係

2018年度 2019年4月1日 30年 2048年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 人事 公務災害に関するもの 公務災害（平成30年度）
総務部学系支援課芸術・スポーツ科学
系事務係

2018年度 未定 完結から3年 未定 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 人事 勤務時間記録簿 勤務時間記録簿（平成30年度）
総務部学系支援課芸術・スポーツ科学
系事務係

2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 人事 勤務状況申告書 勤務状況申告書（平成30年度）
総務部学系支援課芸術・スポーツ科学
系事務係

2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 人事 勤務時間報告書 勤務時間報告書（平成30年度）
総務部学系支援課芸術・スポーツ科学
系事務係

2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 会計 資産台帳 資産台帳（芸術・スポーツ科学系事務係・平成30年度）
総務部学系支援課芸術・スポーツ科学
系事務係

2018年度 2019年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 会計 資産台帳 資産台帳（美術・書道講座・平成30年度）
総務部学系支援課芸術・スポーツ科学
系事務係

2018年度 2019年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 会計 資産台帳 資産台帳（健康・スポーツ科学講座・平成30年度）
総務部学系支援課芸術・スポーツ科学
系事務係

2018年度 2019年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 会計 資産台帳 資産台帳（養護教育講座・平成30年度）
総務部学系支援課芸術・スポーツ科学
系事務係

2018年度 2019年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 会計 資産台帳 資産台帳（音楽・演劇講座・平成30年度）
総務部学系支援課芸術・スポーツ科学
系事務係

2018年度 2019年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 管理・運営
名誉教授で5年保存が必要で
あると認めるもの

名誉教授（平成30年度）
総務部学系支援課芸術・スポーツ科学
系事務係

2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 人事 選挙関係に関するもの 選挙関係（平成30年度）
総務部学系支援課芸術・スポーツ科学
系事務係

2018年度 2019年4月1日 10年 2028年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 会計 予算配分・振替に関する文書 予算配分・振替（平成30年度）
総務部学系支援課芸術・スポーツ科学
系事務係

2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 会計 予算要求に関する文書 予算要求（平成30年度）
総務部学系支援課芸術・スポーツ科学
系事務係

2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 会計 旅行命令伺 旅行命令伺（平成30年度）
総務部学系支援課芸術・スポーツ科学
系事務係

2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 倉庫
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 会計 公務外出申請書 公務外出申請書（平成30年度）
総務部学系支援課芸術・スポーツ科学
系事務係

2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 人事
叙位・叙勲（栄典・表彰）に関
するもの

叙位・叙勲（平成31年度）
財務・研究支援部学系支援課芸術・ス
ポーツ科学系事務係

2019年度 2020年4月1日 10年 2029年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 施設
毒物・劇物関係で5年保存が
必要であると認めるもの

毒物・劇物関係（平成31年度）
財務・研究支援部学系支援課芸術・ス
ポーツ科学系事務係

2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 会計
諸謝金で5年保存が必要であ
ると認めるもの

諸謝金(平成31年度）
財務・研究支援部学系支援課芸術・ス
ポーツ科学系事務係

2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 施設
施設の利用について5年保存
が必要であると認めるもの

施設の利用について（平成31年度）
財務・研究支援部学系支援課芸術・ス
ポーツ科学系事務係

2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 会計
役務関係契約依頼書に関する
文書

役務関係契約依頼書（平成31年度）
財務・研究支援部学系支援課芸術・ス
ポーツ科学系事務係

2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 管理・運営
芸術・スポーツ科学系運営委
員会に関するもの

平成31年度芸術・スポーツ科学系運営委員会
財務・研究支援部学系支援課芸術・ス
ポーツ科学系事務係

2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 管理・運営
芸術館運営委員会に関するも
の

平成31年度芸術館運営委員会
財務・研究支援部学系支援課芸術・ス
ポーツ科学系事務係

2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 管理・運営
体育施設運営委員会に関する
もの

平成31年度体育施設運営委員会
財務・研究支援部学系支援課芸術・ス
ポーツ科学系事務係

2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 管理・運営 各種委員会に関するもの 各種委員会（平成31年度）
財務・研究支援部学系支援課芸術・ス
ポーツ科学系事務係

2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 研究協力
共同研究・寄付金に関するも
の

共同研究・寄付金（平成31年度）
財務・研究支援部学系支援課芸術・ス
ポーツ科学系事務係

2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 研究協力 研究員に関するもの 研究員（平成31年度）
財務・研究支援部学系支援課芸術・ス
ポーツ科学系事務係

2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 研究助成
科学研究費補助金で5年保存
が必要であると認めるもの

科学研究費補助金（平成31年度）
財務・研究支援部学系支援課芸術・ス
ポーツ科学系事務係

2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 人事 兼業に関するもの 兼業（平成31年度）
財務・研究支援部学系支援課芸術・ス
ポーツ科学系事務係

2019年度 未定 兼業終了後3年 未定 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄
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12)保存期間満
了時の措置

備考

芸スポ 人事 講師派遣に関するもの 講師派遣（平成31年度）
財務・研究支援部学系支援課芸術・ス
ポーツ科学系事務係

2019年度 未定 兼業終了後3年 未定 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 人事 研修・海外渡航に関するもの 研修・海外渡航（平成31年度）
財務・研究支援部学系支援課芸術・ス
ポーツ科学系事務係

2019年度 2020年4月1日 3年 2022年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 施設 修繕・役務に関するもの 修繕・役務（平成31年度）
財務・研究支援部学系支援課芸術・ス
ポーツ科学系事務係

2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 人事 教員選考調書に関するもの 教員選考調書（平成31年度）
財務・研究支援部学系支援課芸術・ス
ポーツ科学系事務係

2019年度 2020年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 人事
特任教員選考調書で5年保存
が必要であると認めるもの

特任教員選考調書（平成31年度）
財務・研究支援部学系支援課芸術・ス
ポーツ科学系事務係

2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 人事 人事異動に関するもの 人事異動（平成31年度）
財務・研究支援部学系支援課芸術・ス
ポーツ科学系事務係

2019年度 2020年4月1日 無期限 紙 倉庫
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 人事
非常勤講師に関するもの（非
常勤）

非常勤講師（平成31年度）
財務・研究支援部学系支援課芸術・ス
ポーツ科学系事務係

2019年度 2020年4月1日 3年 2022年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 人事
実地指導講師に関するもの
（非常勤）

実地指導講師（平成31年度）
財務・研究支援部学系支援課芸術・ス
ポーツ科学系事務係

2019年度 2020年4月1日 3年 2022年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 人事
事務・教務補佐員に関するも
の（非常勤）

事務・教務補佐員について（平成31年度）
財務・研究支援部学系支援課芸術・ス
ポーツ科学系事務係

2019年度 2020年4月1日 3年 2022年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 施設
プール関係で5年保存が必要
であると認めるもの

プール関係（平成31年度）
財務・研究支援部学系支援課芸術・ス
ポーツ科学系事務係

2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 施設
全学共通利用スペース関係で
無期限保存が必要であると認
めるもの

全学共通利用スペース関係（平成31年度）
財務・研究支援部学系支援課芸術・ス
ポーツ科学系事務係

2019年度 2020年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 人事 作業環境測定等に関するもの 作業環境測定等（平成31年度）
財務・研究支援部学系支援課芸術・ス
ポーツ科学系事務係

2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 人事
勤務時間記録簿（非常勤職
員）

勤務時間記録簿（非常勤職員　平成31年）
財務・研究支援部学系支援課芸術・ス
ポーツ科学系事務係

2019年度 2020年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 人事 出勤簿（非常勤講師） 出勤簿（非常勤講師　平成31年）
財務・研究支援部学系支援課芸術・ス
ポーツ科学系事務係

2019年度 2020年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 人事 出勤簿（実地指導講師） 出勤簿（実地指導講師　平成31年）
財務・研究支援部学系支援課芸術・ス
ポーツ科学系事務係

2019年度 2020年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 人事
共済組合関係で3年保存が必
要であると認めるもの

共済組合関係（平成31年度）
財務・研究支援部学系支援課芸術・ス
ポーツ科学系事務係

2019年度 2020年4月1日 3年 2022年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 人事
服務状況調査表3年保存が必
要であると認めるもの

服務状況調査表（平成31年度）
財務・研究支援部学系支援課芸術・ス
ポーツ科学系事務係

2019年度 2020年4月1日 3年 2022年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 人事 勤務日及び勤務時間表 勤務日及び勤務時間表（平成31年度）
財務・研究支援部学系支援課芸術・ス
ポーツ科学系事務係

2019年度 2020年4月1日 3年 2022年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 人事
証明書発行願で5年保存が必
要であると認めるもの

証明書発行願（平成31年度）
財務・研究支援部学系支援課芸術・ス
ポーツ科学系事務係

2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 人事
教員選考委員会で5年保存が
必要であると認めるもの

教員選考委員会（平成31年度）
財務・研究支援部学系支援課芸術・ス
ポーツ科学系事務係

2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 人事
特任教員関係で5年保存が必
要であると認めるもの

特任教員関係（平成31年度）
財務・研究支援部学系支援課芸術・ス
ポーツ科学系事務係

2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 管理・運営 教授会の記録に関するもの 教授会（平成31年度）
財務・研究支援部学系支援課芸術・ス
ポーツ科学系事務係

2019年度 2020年4月1日 30年 2049年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 人事 公務災害に関するもの 公務災害（平成31年度）
財務・研究支援部学系支援課芸術・ス
ポーツ科学系事務係

2019年度 未定 完結から3年 未定 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 人事 休暇簿に関するもの 休暇簿（平成31年度）
財務・研究支援部学系支援課芸術・ス
ポーツ科学系事務係

2019年度 2020年4月1日 3年 2022年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 人事
超過勤務等命令簿に関するも
の

超過勤務等命令簿（平成31年度）
財務・研究支援部学系支援課芸術・ス
ポーツ科学系事務係

2019年度 2020年4月1日 3年 2022年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 人事 勤務時間記録簿 勤務時間記録簿（平成31年度）
財務・研究支援部学系支援課芸術・ス
ポーツ科学系事務係

2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 人事 勤務状況申告書 勤務状況申告書（平成31年度）
財務・研究支援部学系支援課芸術・ス
ポーツ科学系事務係

2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 人事 勤務時間報告書 勤務時間報告書（平成31年度）
財務・研究支援部学系支援課芸術・ス
ポーツ科学系事務係

2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 会計 資産台帳 資産台帳（芸術・スポーツ科学系事務係・平成31年度）
財務・研究支援部学系支援課芸術・ス
ポーツ科学系事務係

2019年度 2020年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 会計 資産台帳 資産台帳（美術・書道講座・平成31年度）
財務・研究支援部学系支援課芸術・ス
ポーツ科学系事務係

2019年度 2020年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 会計 資産台帳 資産台帳（健康・スポーツ科学講座・平成31年度）
財務・研究支援部学系支援課芸術・ス
ポーツ科学系事務係

2019年度 2020年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 会計 資産台帳 資産台帳（養護教育講座・平成31年度）
財務・研究支援部学系支援課芸術・ス
ポーツ科学系事務係

2019年度 2020年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 会計 資産台帳 資産台帳（音楽・演劇講座・平成31年度）
財務・研究支援部学系支援課芸術・ス
ポーツ科学系事務係

2019年度 2020年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 管理・運営
名誉教授で5年保存が必要で
あると認めるもの

名誉教授（平成31年度）
財務・研究支援部学系支援課芸術・ス
ポーツ科学系事務係

2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 人事 選挙関係に関するもの 選挙関係（平成31年度）
財務・研究支援部学系支援課芸術・ス
ポーツ科学系事務係

2019年度 2020年4月1日 10年 2029年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 会計 予算配分・振替に関する文書 予算配分・振替（平成31年度）
財務・研究支援部学系支援課芸術・ス
ポーツ科学系事務係

2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 会計 予算要求に関する文書 予算要求（平成31年度）
財務・研究支援部学系支援課芸術・ス
ポーツ科学系事務係

2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 会計 旅行命令伺 旅行命令伺（平成31年度）
財務・研究支援部学系支援課芸術・ス
ポーツ科学系事務係

2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 倉庫
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 会計 公務外出申請書 公務外出申請書（平成31年度）
財務・研究支援部学系支援課芸術・ス
ポーツ科学系事務係

2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 管理・運営
HATOプロジェクト関係に関す
るもので重要なもの

平成25年度HATOプロジェクト関係
教育環境支援PJ（学系支援課芸術・ス
ポーツ科学系事務係）

2013年度 2014年4月1日 10年 2023年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 会計 資産台帳 資産台帳
教育環境支援PJ（学系支援課芸術・ス
ポーツ科学系事務係）

2013年度 2014年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 管理・運営
HATOプロジェクト関係に関す
るもので重要なもの

平成26年度HATOプロジェクト関係
教育環境支援PJ（学系支援課芸術・ス
ポーツ科学系事務係）

2014年度 2015年4月1日 10年 2024年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 管理・運営
HATOプロジェクト関係に関す
るもので重要なもの

平成27年度HATOプロジェクト関係
教育環境支援PJ（学系支援課芸術・ス
ポーツ科学系事務係）

2015年度 2016年4月1日 10年 2025年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 管理・運営
HATOプロジェクト関係に関す
るもので重要なもの

平成28年度HATOプロジェクト関係
教育環境支援PJ（学系支援課芸術・ス
ポーツ科学系事務係）

2016年度 2017年4月1日 10年 2026年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 管理・運営
HATOプロジェクト関係に関す
るもので重要なもの

平成29年度HATOプロジェクト関係
教育環境支援PJ（学系支援課芸術・ス
ポーツ科学系事務係）

2017年度 2018年4月1日 10年 2027年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 人事
叙位・叙勲（栄典・表彰）に関
するもの

叙位・叙勲（令和2年度）
財務・研究支援部学系支援課学系第
二係

2020年度 2021年4月1日 10年 2030年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 施設
毒物・劇物関係で5年保存が
必要であると認めるもの

毒物・劇物関係（令和2年度）
財務・研究支援部学系支援課学系第
二係

2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 会計
諸謝金で5年保存が必要であ
ると認めるもの

諸謝金(令和2年度）
財務・研究支援部学系支援課学系第
二係

2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 施設
施設の利用について5年保存
が必要であると認めるもの

施設の利用について（令和2年度）
財務・研究支援部学系支援課学系第
二係

2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 会計
役務関係契約依頼書に関する
文書

役務関係契約依頼書（令和2年度）
財務・研究支援部学系支援課学系第
二係

2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 管理・運営
芸術・スポーツ科学系運営委
員会に関するもの

令和2年度芸術・スポーツ科学系運営委員会
財務・研究支援部学系支援課学系第
二係

2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 管理・運営
体育施設運営委員会に関する
もの

令和2年度体育施設運営委員会
財務・研究支援部学系支援課学系第
二係

2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 管理・運営
各種委員会委員選出に関する
もの

各種委員会委員選出（令和2年度）
財務・研究支援部学系支援課学系第
二係

2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 研究協力
共同研究・寄付金に関するも
の

共同研究・寄付金（令和2年度）
財務・研究支援部学系支援課学系第
二係

2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 研究協力 研究員に関するもの 研究員（令和2年度）
財務・研究支援部学系支援課学系第
二係

2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 研究助成
科学研究費補助金で5年保存
が必要であると認めるもの

科学研究費補助金（令和2年度）
財務・研究支援部学系支援課学系第
二係

2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 施設 修繕・役務に関するもの 修繕・役務（令和2年度）
財務・研究支援部学系支援課学系第
二係

2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 人事
特任教員選考調書で5年保存
が必要であると認めるもの

特任教員選考調書（令和2年度）
財務・研究支援部学系支援課学系第
二係

2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 人事
常勤教員（採用・昇任等）に関
するもの

常勤教員（採用・昇任等）
財務・研究支援部学系支援課学系第
二係

2020年度 2021年4月1日 無期限 紙 倉庫
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 人事
非常勤講師に関するもの（非
常勤）

非常勤講師（令和2年度）
財務・研究支援部学系支援課学系第
二係

2020年度 2021年4月1日 3年 2023年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 人事
教員養成実地指導講師に関
するもの（非常勤）

教員養成実地指導講師（令和2年度）
財務・研究支援部学系支援課学系第
二係

2020年度 2021年4月1日 3年 2023年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄
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部局名 １）大分類 ２）中分類 ３）小分類（法人文書ファイル名） ４）作成・取得者
５）作成・取得年度
等

６）起算日 ７）保存期間
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    満了時期

９）媒体の種別 10）保存場所 11）管理担当課・係
12)保存期間満
了時の措置

備考

芸スポ 人事
事務・教務補佐員に関するも
の（非常勤）

事務・教務補佐員について（令和2年度）
財務・研究支援部学系支援課学系第
二係

2020年度 2021年4月1日 3年 2023年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 施設
プール関係で5年保存が必要
であると認めるもの

プール関係（令和2年度）
財務・研究支援部学系支援課学系第
二係

2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 施設
全学共通利用スペース関係で
無期限保存が必要であると認
めるもの

全学共通利用スペース関係（令和2年度）
財務・研究支援部学系支援課学系第
二係

2020年度 2021年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 人事 作業環境測定等に関するもの 作業環境測定等（令和2年度）
財務・研究支援部学系支援課学系第
二係

2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 人事 出勤簿（実地指導講師） 出勤簿（実地指導講師　令和2年）
財務・研究支援部学系支援課学系第
二係

2020年度 2021年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 人事
教員選考委員会で5年保存が
必要であると認めるもの

教員選考委員会（令和2年度）
財務・研究支援部学系支援課学系第
二係

2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 人事
特任教員関係で5年保存が必
要であると認めるもの

特任教員関係（令和2年度）
財務・研究支援部学系支援課学系第
二係

2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 管理・運営 教授会の記録に関するもの 教授会（令和2年度）
財務・研究支援部学系支援課学系第
二係

2020年度 2021年4月1日 30年 2050年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 会計 資産台帳 資産台帳（学系第二係（芸スポ分）・令和2年度）
財務・研究支援部学系支援課芸術・ス
ポーツ科学系事務係

2020年度 2021年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 会計 資産台帳 資産台帳（美術・書道講座・令和2年度）
財務・研究支援部学系支援課学系第
二係

2020年度 2021年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 会計 資産台帳 資産台帳（健康・スポーツ科学講座・令和2年度）
財務・研究支援部学系支援課学系第
二係

2020年度 2021年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 会計 資産台帳 資産台帳（養護教育講座・令和2年度）
財務・研究支援部学系支援課学系第
二係

2020年度 2021年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 会計 資産台帳 資産台帳（音楽・演劇講座・令和2年度）
財務・研究支援部学系支援課学系第
二係

2020年度 2021年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 管理・運営
名誉教授で5年保存が必要で
あると認めるもの

名誉教授（令和2年度）
財務・研究支援部学系支援課学系第
二係

2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 人事 選挙関係に関するもの 選挙関係（令和2年度）
財務・研究支援部学系支援課学系第
二係

2020年度 2021年4月1日 10年 2030年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 会計 予算配分・振替に関する文書 予算配分・振替（令和2年度）
財務・研究支援部学系支援課学系第
二係

2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 会計 予算要求に関する文書 予算要求（令和2年度）
財務・研究支援部学系支援課学系第
二係

2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 会計 旅行命令伺 旅行命令伺（令和2年度）
財務・研究支援部学系支援課学系第
二係

2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 倉庫
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 会計 公務外出申請書 公務外出申請書（令和2年度）
財務・研究支援部学系支援課学系第
二係

2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 人事
叙位・叙勲（栄典・表彰）に関
するもの

叙位・叙勲（令和3年度）
財務・研究支援部学系支援課学系第
二係

2021年度 2022年4月1日 10年 2031年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 施設
毒物・劇物関係で5年保存が
必要であると認めるもの

毒物・劇物関係（令和3年度）
財務・研究支援部学系支援課学系第
二係

2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 会計
諸謝金で5年保存が必要であ
ると認めるもの

諸謝金(令和3年度）
財務・研究支援部学系支援課学系第
二係

2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 施設
施設の利用について5年保存
が必要であると認めるもの

施設の利用について（令和3年度）
財務・研究支援部学系支援課学系第
二係

2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 会計
役務関係契約依頼書に関する
文書

役務関係契約依頼書（令和3年度）
財務・研究支援部学系支援課学系第
二係

2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 管理・運営
芸術・スポーツ科学系運営委
員会に関するもの

令和3年度芸術・スポーツ科学系運営委員会
財務・研究支援部学系支援課学系第
二係

2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 管理・運営
体育施設運営委員会に関する
もの

令和3年度体育施設運営委員会
財務・研究支援部学系支援課学系第
二係

2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 管理・運営
各種委員会委員選出に関する
もの

各種委員会委員選出（令和3年度）
財務・研究支援部学系支援課学系第
二係

2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 研究協力
共同研究・寄付金に関するも
の

共同研究・寄付金（令和3年度）
財務・研究支援部学系支援課学系第
二係

2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 研究協力 研究員に関するもの 研究員（令和3年度）
財務・研究支援部学系支援課学系第
二係

2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 研究助成
科学研究費補助金で5年保存
が必要であると認めるもの

科学研究費補助金（令和3年度）
財務・研究支援部学系支援課学系第
二係

2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 施設 修繕・役務に関するもの 修繕・役務（令和3年度）
財務・研究支援部学系支援課学系第
二係

2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 人事
特任教員選考調書で5年保存
が必要であると認めるもの

特任教員選考調書（令和3年度）
財務・研究支援部学系支援課学系第
二係

2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 人事
常勤教員（採用・昇任等）に関
するもの

常勤教員（採用・昇任等）
財務・研究支援部学系支援課学系第
二係

2021年度 2022年4月1日 無期限 紙 倉庫
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 人事
非常勤講師に関するもの（非
常勤）

非常勤講師（令和3年度）
財務・研究支援部学系支援課学系第
二係

2021年度 2022年4月1日 3年 2024年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 人事
教員養成実地指導講師に関
するもの（非常勤）

教員養成実地指導講師（令和3年度）
財務・研究支援部学系支援課学系第
二係

2021年度 2022年4月1日 3年 2024年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 人事
事務・教務補佐員に関するも
の（非常勤）

事務・教務補佐員について（令和3年度）
財務・研究支援部学系支援課学系第
二係

2021年度 2022年4月1日 3年 2024年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 施設
プール関係で5年保存が必要
であると認めるもの

プール関係（令和3年度）
財務・研究支援部学系支援課学系第
二係

2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 施設
全学共通利用スペース関係で
無期限保存が必要であると認
めるもの

全学共通利用スペース関係（令和3年度）
財務・研究支援部学系支援課学系第
二係

2021年度 2022年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 人事 作業環境測定等に関するもの 作業環境測定等（令和3年度）
財務・研究支援部学系支援課学系第
二係

2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 人事 出勤簿（実地指導講師） 出勤簿（実地指導講師　令和2年）
財務・研究支援部学系支援課学系第
二係

2021年度 2022年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 人事
教員選考委員会で5年保存が
必要であると認めるもの

教員選考委員会（令和3年度）
財務・研究支援部学系支援課学系第
二係

2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 人事
特任教員関係で5年保存が必
要であると認めるもの

特任教員関係（令和3年度）
財務・研究支援部学系支援課学系第
二係

2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 管理・運営 教授会の記録に関するもの 教授会（令和3年度）
財務・研究支援部学系支援課学系第
二係

2021年度 2022年4月1日 30年 2051年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 会計 資産台帳 資産台帳（学系第二係（芸スポ分）・令和3年度）
財務・研究支援部学系支援課芸術・ス
ポーツ科学系事務係

2021年度 2022年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 会計 資産台帳 資産台帳（美術・書道講座・令和3年度）
財務・研究支援部学系支援課学系第
二係

2021年度 2022年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 会計 資産台帳 資産台帳（健康・スポーツ科学講座・令和3年度）
財務・研究支援部学系支援課学系第
二係

2021年度 2022年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 会計 資産台帳 資産台帳（養護教育講座・令和3年度）
財務・研究支援部学系支援課学系第
二係

2021年度 2022年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 会計 資産台帳 資産台帳（音楽・演劇講座・令和3年度）
財務・研究支援部学系支援課学系第
二係

2021年度 2022年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 管理・運営
名誉教授で5年保存が必要で
あると認めるもの

名誉教授（令和3年度）
財務・研究支援部学系支援課学系第
二係

2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 人事 選挙関係に関するもの 選挙関係（令和3年度）
財務・研究支援部学系支援課学系第
二係

2021年度 2022年4月1日 10年 2031年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 会計 予算配分・振替に関する文書 予算配分・振替（令和3年度）
財務・研究支援部学系支援課学系第
二係

2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 会計 予算要求に関する文書 予算要求（令和3年度）
財務・研究支援部学系支援課学系第
二係

2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 会計 旅行命令伺 旅行命令伺（令和3年度）
財務・研究支援部学系支援課学系第
二係

2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 倉庫
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

芸スポ 会計 公務外出申請書 公務外出申請書（令和3年度）
財務・研究支援部学系支援課学系第
二係

2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室
財務・研究支援部学系支援課学系第二
係

廃棄

センター 人事 採用等に関するもの 教官候補適格者選考委員会開設申請書
東京学芸大学教育学部附属特殊教育
研究施設

2000年度 2001年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第三
係（特別支援教育・教育臨床サポートセ
ンター）

廃棄

センター 人事 採用等に関するもの 教官候補適格者選考調書
東京学芸大学教育学部附属特殊教育
研究施設

2000年度 2001年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第三
係（特別支援教育・教育臨床サポートセ
ンター）

廃棄

センター 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

非常勤の出勤簿
教員養成カリキュラム開発研究セン
ター事務室

2001年度 2002年4月1日 無期限 紙
学系支援課会議
室

財務・研究推進部学系支援課学系第三
係

廃棄

センター 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

出勤簿（非常勤） 附属特殊教育研究施設 2001年度 2002年4月1日 無期限 紙
学系支援課会議
室

財務・研究推進部学系支援課学系第三
係（特別支援教育・教育臨床サポートセ
ンター）

廃棄

センター 人事 採用等に関するもの 教官候補適格者選考委員会開設申請書 附属特殊教育研究施設 2001年度 2002年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第三
係（特別支援教育・教育臨床サポートセ
ンター）

廃棄

センター 人事 採用等に関するもの 教官候補適格者選考調書 附属特殊教育研究施設 2001年度 2002年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第三
係（特別支援教育・教育臨床サポートセ
ンター）

廃棄

センター 人事 採用等に関するもの 教官候補適格者選考委員会開設申請書 附属特殊教育研究施設 2002年度 2003年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第三
係（特別支援教育・教育臨床サポートセ
ンター）

廃棄
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部局名 １）大分類 ２）中分類 ３）小分類（法人文書ファイル名） ４）作成・取得者
５）作成・取得年度
等

６）起算日 ７）保存期間
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    満了時期

９）媒体の種別 10）保存場所 11）管理担当課・係
12)保存期間満
了時の措置

備考

センター 人事 採用等に関するもの 教官候補適格者選考調書 附属特殊教育研究施設 2002年度 2003年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第三
係（特別支援教育・教育臨床サポートセ
ンター）

廃棄

センター 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

出勤簿（非常勤） 附属特殊教育研究施設 2002年度 2003年4月1日 無期限 紙
学系支援課会議
室

財務・研究推進部学系支援課学系第三
係（特別支援教育・教育臨床サポートセ
ンター）

廃棄

センター 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成14年度非常勤出勤簿
教員養成カリキュラム開発研究セン
ター事務室

2002年度 2003年4月1日 無期限 紙
学系支援課会議
室

財務・研究推進部学系支援課学系第三
係

廃棄

センター 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成15年度非常勤出勤簿
教員養成カリキュラム開発研究セン
ター

2003年度 2004年4月1日 無期限 紙
学系支援課会議
室

財務・研究推進部学系支援課学系第三
係

廃棄

センター 人事 採用等に関するもの 教官候補適格者選考委員会開設申請書 附属特殊教育研究施設 2003年度 2004年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第三
係（特別支援教育・教育臨床サポートセ
ンター）

廃棄

センター 人事 採用等に関するもの 教官候補適格者選考調書 附属特殊教育研究施設 2003年度 2004年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第三
係（特別支援教育・教育臨床サポートセ
ンター）

廃棄

センター 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

出勤簿（非常勤） 附属特殊教育研究施設 2003年度 2004年4月1日 無期限 紙
学系支援課会議
室

財務・研究推進部学系支援課学系第三
係（特別支援教育・教育臨床サポートセ
ンター）

廃棄

センター 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成16年度非常勤出勤簿 学系支援課施設・センター事務係 2004年度 2005年4月1日 無期限 紙
学系支援課会議
室

財務・研究推進部学系支援課学系第三
係

廃棄

センター 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成16年度出勤簿（非常勤） 学系支援課施設・センター事務係 2004年度 2005年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第三
係

廃棄

センター 人事 採用等に関するもの 教員候補適格者選考調書 学系支援課施設・センター事務係 2004年度 2005年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第三
係

廃棄

センター 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成16年度出勤簿（非常勤） 学系支援課施設・センター事務係 2004年度 2005年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第三
係

廃棄

センター 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成16年度非常勤出勤簿 学系支援課施設・センター事務係 2004年度 2005年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第三
係

廃棄

センター 会計 資産台帳 資産台帳
教員養成カリキュラム開発研究セン
ター

2004年度 2005年4月1日 無期限 紙 事務室 学務部先端教育推進課企画係 廃棄 2022年度から先端教育推進課に移管

センター 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成17年度非常勤出勤簿
教員養成カリキュラム開発研究セン
ター

2005年度 2006年4月1日 無期限 紙
東６号館３F資料
室

財務・研究推進部学系支援課学系第三
係

廃棄 学系第三係保管

センター 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成17年度出勤簿（非常勤） 学系支援課施設・センター事務係 2005年度 2006年4月1日 無期限 紙
東６号館３F資料
室

財務・研究推進部学系支援課学系第三
係

廃棄

センター 人事 採用等に関するもの 教員候補適格者選考調書 学系支援課施設・センター事務係 2005年度 2006年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第三
係

廃棄

センター 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成17年度出勤簿（非常勤） 学系支援課施設・センター事務係 2005年度 2006年4月1日 無期限 紙
東６号館３F資料
室

財務・研究推進部学系支援課学系第三
係

廃棄

センター 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成17年度非常勤出勤簿 学系支援課施設・センター事務係 2005年度 2006年4月1日 無期限 紙
東６号館３F資料
室

財務・研究推進部学系支援課学系第三
係

廃棄

センター 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成18年度非常勤出勤簿
教員養成カリキュラム開発研究セン
ター

2006年度 2007年4月1日 無期限 紙
東６号館３F資料
室

財務・研究推進部学系支援課学系第三
係

廃棄 学系第三係保管

センター 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成18年度出勤簿（非常勤） 学系支援課施設・センター事務係 2006年度 2007年4月1日 無期限 紙
東６号館３F資料
室

財務・研究推進部学系支援課学系第三
係

廃棄

センター 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成18年度出勤簿（非常勤） 学系支援課施設・センター事務係 2006年度 2007年4月1日 無期限 紙
東６号館３F資料
室

財務・研究推進部学系支援課学系第三
係

廃棄

センター 人事 採用等に関するもの 教員候補適格者選考調書 学系支援課施設・センター事務係 2006年度 2007年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第三
係

廃棄

センター 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成17年度非常勤出勤簿 学系支援課施設・センター事務係 2006年度 2007年4月1日 無期限 紙
東６号館３F資料
室

財務・研究推進部学系支援課学系第三
係

廃棄

センター 会計 資産台帳 資産台帳 学系支援課施設・センター事務係 2007年度 2008年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第三
係

廃棄

センター 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

出勤簿　研究センター係　平成23年度 学系支援課・研究センター係 2011年度 2012年4月1日 無期限 紙
東６号館３F資料
室

財務・研究推進部学系支援課学系第三
係

廃棄

センター 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

出勤簿　研究センター係　平成24年度 学系支援課・研究センター係 2012年度 2013年4月1日 無期限 紙
東６号館３F資料
室

財務・研究推進部学系支援課学系第三
係

廃棄

センター 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

出勤簿　研究センター係　平成25年度 学系支援課・研究センター係 2013年度 2014年4月1日 無期限 紙
東６号館３F資料
室

財務・研究推進部学系支援課学系第三
係

廃棄

センター 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

出勤簿　研究センター係　平成26年度
教育研究支援部学系支援課研究セン
ター係

2014年度 2015年4月1日 無期限 紙
東６号館３F資料
室

財務・研究推進部学系支援課学系第三
係

廃棄

センター 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

出勤簿　研究センター係　平成27年度
教育研究支援部学系支援課研究セン
ター係

2015年度 2016年4月1日 無期限 紙
東６号館３F資料
室

財務・研究推進部学系支援課学系第三
係

廃棄

センター 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

出勤簿　研究センター係　平成28年度
教育研究支援部学系支援課研究セン
ター係

2016年度 2017年4月1日 無期限 紙
東６号館３F資料
室

財務・研究推進部学系支援課学系第三
係

廃棄

センター 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

出勤簿　研究センター係　平成29年度
教育研究支援部学系支援課研究セン
ター係

2017年度 2018年4月1日 無期限 紙
東６号館３F資料
室

財務・研究推進部学系支援課学系第三
係

廃棄

センター 研究協力 受託事業に関するもの 平成29年度グローブ推進事業
教育研究支援部学系支援課研究セン
ター係

2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第三
係

廃棄

センター 管理・運営 各種統計調査に関するもの 平成29年度　カリセン科学技術研究調査
教育研究支援部学系支援課研究セン
ター係

2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙
東６号館３F資料
室

学務部先端教育推進課企画係 廃棄 2022年度から先端教育推進課に移管

センター 管理・運営 各種委員会に関するもの 平成29年度センター長協議会
教育研究支援部学系支援課研究セン
ター係

2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第三
係

廃棄

センター 管理・運営 各種委員会に関するもの 平成29年度運営委員会
教育研究支援部学系支援課研究セン
ター係

2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第三
係

廃棄

センター 会計
会計書類として5年保存が必
要であると認めるもの（諸謝金
事前伺及び支出申請）

平成29年度　謝金 教育実践研究支援センター1号館 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第三
係

廃棄
廃棄期限まで財務・研究推進部学系支援課
学系第三係で保管

センター 会計 旅行命令簿 29　旅費 教育実践研究支援センター1号館 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第三
係

廃棄
廃棄期限まで財務・研究推進部学系支援課
学系第三係で保管

センター 研究協力
研究関係書類で5年保存が必
要であると認めるもの（共同研
究）

平成29年度　【共同研究】理研　言語、コミュニケーション能力の発
達に係る諸要因

教育実践研究支援センター2号館 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第三
係（特別支援教育・教育臨床サポートセ
ンター）

廃棄

センター 研究協力
研究関係書類で5年保存が必
要であると認めるもの（共同研
究）

平成29年度　【共同研究】NTT　乳幼児の自己・養育者・他者認知
に関する共同研究

教育実践研究支援センター2号館 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第三
係（特別支援教育・教育臨床サポートセ
ンター）

廃棄

センター 会計 物品購入依頼書 平成29年度　購入依頼 教育実践研究支援センター2号館 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第三
係（特別支援教育・教育臨床サポートセ
ンター）

廃棄

センター 会計 旅行命令簿 平成29年度　旅費・公務外出 教育実践研究支援センター2号館 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第三
係（特別支援教育・教育臨床サポートセ
ンター）

廃棄

センター 研究助成
科学研究費補助金の申請等
に関するもの

平成29年度　科研費　購入依頼 教育実践研究支援センター2号館 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第三
係（特別支援教育・教育臨床サポートセ
ンター）

廃棄

センター 会計
会計書類として5年保存が必
要であると認めるもの（諸謝金
事前伺及び支出申請）

平成29年度　謝金 教育実践研究支援センター2号館 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第三
係（特別支援教育・教育臨床サポートセ
ンター）

廃棄

センター 会計
会計書類として5年保存が必
要であると認めるもの（諸謝金
事前伺及び支出申請）

H29　謝金 環境教育研究センター 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第三
係（環境教育研究センター）

廃棄

センター 会計 旅行命令簿 平成29年　旅行命令伺 環境教育研究センター 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第三
係（環境教育研究センター）

廃棄

センター 研究協力
研究関係書類で5年保存が必
要であると認めるもの（共同研
究）

The COCA-COLA FOUNDATION　2017 環境教育研究センター 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第三
係（環境教育研究センター）

廃棄

センター 管理・運営 各種委員会に関するもの 平成29年度運営協議会
教育研究支援部学系支援課研究セン
ター係

2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第三
係

廃棄

センター 人事 勤務時間記録簿 勤務状況申告書（平成29年度：常勤教員）
教員養成カリキュラム開発研究セン
ター

2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙
東６号館３F資料
室

学務部先端教育推進課企画係 廃棄 2022年度から先端教育推進課に移管

センター 人事 勤務時間記録簿 勤務日及び勤務時間表（平成29年度）
教員養成カリキュラム開発研究セン
ター

2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙
東６号館３F資料
室

学務部先端教育推進課企画係 廃棄 2022年度から先端教育推進課に移管

センター 管理・運営 各種統計調査に関するもの 服務状況調査表（平成29年度）
教員養成カリキュラム開発研究セン
ター

2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙
東６号館３F資料
室

学務部先端教育推進課企画係 廃棄 2022年度から先端教育推進課に移管

センター 管理・運営 各種統計調査に関するもの 勤労統計調査報告書（平成29年度）
教員養成カリキュラム開発研究セン
ター

2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙
東６号館３F資料
室

学務部先端教育推進課企画係 廃棄 2022年度から先端教育推進課に移管

センター 会計 物品購入依頼書 物品購入依頼書（平成29年度：附属施設経費）
教員養成カリキュラム開発研究セン
ター

2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙
東６号館３F資料
室

学務部先端教育推進課企画係 廃棄 2022年度から先端教育推進課に移管

センター 会計 物品購入依頼書 物品購入依頼書（平成29年度：教育研究経費）
教員養成カリキュラム開発研究セン
ター

2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙
東６号館３F資料
室

学務部先端教育推進課企画係 廃棄 2022年度から先端教育推進課に移管

センター 会計 物品購入依頼書 物品購入依頼書（平成29年度：科研費）
教員養成カリキュラム開発研究セン
ター

2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙
東６号館３F資料
室

学務部先端教育推進課企画係 廃棄 2022年度から先端教育推進課に移管

センター 会計 物品購入依頼書 物品購入依頼書（平成29年度：間接経費）
教員養成カリキュラム開発研究セン
ター

2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙
東６号館３F資料
室

学務部先端教育推進課企画係 廃棄 2022年度から先端教育推進課に移管

センター 会計 旅行命令簿 旅行伺（平成29年度：カリセン教員）
教員養成カリキュラム開発研究セン
ター

2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙
東６号館３F資料
室

学務部先端教育推進課企画係 廃棄 2022年度から先端教育推進課に移管

センター 会計 旅行命令簿 旅行伺（平成29年度：カリセン教員以外）
教員養成カリキュラム開発研究セン
ター

2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙
東６号館３F資料
室

学務部先端教育推進課企画係 廃棄 2022年度から先端教育推進課に移管

センター 会計 旅行命令簿 公務外出申請書（平成29年度）
教員養成カリキュラム開発研究セン
ター

2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙
東６号館３F資料
室

学務部先端教育推進課企画係 廃棄 2022年度から先端教育推進課に移管

センター 会計
会計書類として5年保存が必
要であると認めるもの（諸謝金
事前伺及び支出申請）

謝金伺（平成29年度）
教員養成カリキュラム開発研究セン
ター

2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙
東６号館３F資料
室

学務部先端教育推進課企画係 廃棄 2022年度から先端教育推進課に移管

センター 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

出勤簿　研究センター係　平成30年度
教育研究支援部学系支援課研究セン
ター係

2018年度 2019年4月1日 無期限 紙
東６号館３F資料
室

財務・研究推進部学系支援課学系第三
係

廃棄

センター 管理・運営 各種統計調査に関するもの 平成30年度　カリセン科学技術研究調査
教育研究支援部学系支援課研究セン
ター係

2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙
東６号館３F資料
室

学務部先端教育推進課企画係 廃棄 2022年度から先端教育推進課に移管
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部局名 １）大分類 ２）中分類 ３）小分類（法人文書ファイル名） ４）作成・取得者
５）作成・取得年度
等

６）起算日 ７）保存期間
８）保存期間
    満了時期

９）媒体の種別 10）保存場所 11）管理担当課・係
12)保存期間満
了時の措置

備考

センター 管理・運営 各種委員会に関するもの 平成30年度センター長協議会
教育研究支援部学系支援課研究セン
ター係

2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第三
係

廃棄

センター 管理・運営 各種委員会に関するもの 平成30年度運営委員会
教育研究支援部学系支援課研究セン
ター係

2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第三
係

廃棄

センター 会計
会計書類として5年保存が必
要であると認めるもの（諸謝金
事前伺及び支出申請）

平成30年度　謝金 教育実践研究支援センター1号館 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第三
係

廃棄
廃棄期限まで財務・研究推進部学系支援課
学系第三係で保管

センター 会計 旅行命令簿 30　旅費 教育実践研究支援センター1号館 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第三
係

廃棄
廃棄期限まで財務・研究推進部学系支援課
学系第三係で保管

センター 会計 旅行命令簿 平成30年度　旅費・公務外出 教育実践研究支援センター2号館 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第三
係（特別支援教育・教育臨床サポートセ
ンター）

廃棄

センター 研究協力
研究関係書類で5年保存が必
要であると認めるもの（共同研
究）

平成30年度　【共同研究】理研　言語、コミュニケーション能力の発
達に係る諸要因

教育実践研究支援センター2号館 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第三
係（特別支援教育・教育臨床サポートセ
ンター）

廃棄

センター 研究協力
研究関係書類で5年保存が必
要であると認めるもの（共同研
究）

平成30年度　【共同研究】NTT　乳幼児の自己・養育者・他者認知
に関する共同研究

教育実践研究支援センター2号館 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第三
係（特別支援教育・教育臨床サポートセ
ンター）

廃棄

センター 研究協力
研究関係書類で5年保存が必
要であると認めるもの（共同研
究）

平成30年度　【共同研究】生涯学習セルフ・カウンセリング学会　究
極的全自己形成学の理論と方法にもとづく、教員の授業力向上に
ついての実証的研究

教育実践研究支援センター2号館 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第三
係（特別支援教育・教育臨床サポートセ
ンター）

廃棄

センター 研究協力 受託事業に関するもの
平成30年度　【受託事業】武蔵野市　特別支援教育に係る実践的
調査研究

教育実践研究支援センター2号館 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第三
係（特別支援教育・教育臨床サポートセ
ンター）

廃棄

センター 研究協力 受託事業に関するもの
平成30年度　【受託事業】文部科学省　障害者の多様な学習活動
を総合的に支援するための実践研究

教育実践研究支援センター2号館 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第三
係（特別支援教育・教育臨床サポートセ
ンター）

廃棄

センター 会計 物品購入依頼書 平成30年度　購入依頼　授業料その他（教育研究経費） 教育実践研究支援センター2号館 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第三
係（特別支援教育・教育臨床サポートセ
ンター）

廃棄

センター 会計 物品購入依頼書
平成30年度　購入依頼　授業料その他（客員教授等教育研究経
費・施設センター運営費・附属施設経費）

教育実践研究支援センター2号館 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第三
係（特別支援教育・教育臨床サポートセ
ンター）

廃棄

センター 研究助成
科学研究費補助金の申請等
に関するもの

平成30年度　購入依頼　科研費 教育実践研究支援センター2号館 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第三
係（特別支援教育・教育臨床サポートセ
ンター）

廃棄

センター 会計
会計書類として5年保存が必
要であると認めるもの（諸謝金
事前伺及び支出申請）

平成30年度　謝金 教育実践研究支援センター2号館 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第三
係（特別支援教育・教育臨床サポートセ
ンター）

廃棄

センター 会計
会計書類として5年保存が必
要であると認めるもの（諸謝金
事前伺及び支出申請）

H30　謝金 環境教育研究センター 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第三
係（環境教育研究センター）

廃棄

センター 会計 旅行命令簿 平成30年　旅行命令伺 環境教育研究センター 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第三
係（環境教育研究センター）

廃棄

センター 研究協力
研究関係書類で5年保存が必
要であると認めるもの（共同研
究）

The COCA-COLA FOUNDATION　2018 環境教育研究センター 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第三
係（環境教育研究センター）

廃棄

センター 研究協力 受託事業に関するもの 平成30年度グローブ推進事業
教育研究支援部学系支援課研究セン
ター係

2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第三
係

廃棄

センター 人事 勤務時間記録簿 勤務状況申告書（平成30年度：常勤教員）
教員養成カリキュラム開発研究セン
ター

2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙
東６号館３F資料
室

学務部先端教育推進課企画係 廃棄 2022年度から先端教育推進課に移管

センター 人事 勤務時間記録簿 勤務日及び勤務時間表（平成30年度）
教員養成カリキュラム開発研究セン
ター

2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙
東６号館３F資料
室

学務部先端教育推進課企画係 廃棄 2022年度から先端教育推進課に移管

センター 管理・運営 各種統計調査に関するもの 服務状況調査表（平成30年度）
教員養成カリキュラム開発研究セン
ター

2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙
東６号館３F資料
室

学務部先端教育推進課企画係 廃棄 2022年度から先端教育推進課に移管

センター 管理・運営 各種統計調査に関するもの 勤労統計調査報告書（平成30年度）
教員養成カリキュラム開発研究セン
ター

2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙
東６号館３F資料
室

学務部先端教育推進課企画係 廃棄 2022年度から先端教育推進課に移管

センター 会計 物品購入依頼書 物品購入依頼書（平成30年度：附属施設経費）
教員養成カリキュラム開発研究セン
ター

2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙
東６号館３F資料
室

学務部先端教育推進課企画係 廃棄 2022年度から先端教育推進課に移管

センター 会計 物品購入依頼書 物品購入依頼書（平成30年度：教育研究経費）
教員養成カリキュラム開発研究セン
ター

2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙
東６号館３F資料
室

学務部先端教育推進課企画係 廃棄 2022年度から先端教育推進課に移管

センター 会計 物品購入依頼書 物品購入依頼書（平成30年度：科研費）
教員養成カリキュラム開発研究セン
ター

2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙
東６号館３F資料
室

学務部先端教育推進課企画係 廃棄 2022年度から先端教育推進課に移管

センター 会計 物品購入依頼書 物品購入依頼書（平成30年度：間接経費）
教員養成カリキュラム開発研究セン
ター

2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙
東６号館３F資料
室

学務部先端教育推進課企画係 廃棄 2022年度から先端教育推進課に移管

センター 会計 旅行命令簿 旅行伺（平成30年度：カリセン教員）
教員養成カリキュラム開発研究セン
ター

2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙
東６号館３F資料
室

学務部先端教育推進課企画係 廃棄 2022年度から先端教育推進課に移管

センター 会計 旅行命令簿 旅行伺（平成30年度：カリセン教員以外）
教員養成カリキュラム開発研究セン
ター

2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙
東６号館３F資料
室

学務部先端教育推進課企画係 廃棄 2022年度から先端教育推進課に移管

センター 会計 旅行命令簿 公務外出申請書（平成30年度）
教員養成カリキュラム開発研究セン
ター

2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙
東６号館３F資料
室

学務部先端教育推進課企画係 廃棄 2022年度から先端教育推進課に移管

センター 会計
会計書類として5年保存が必
要であると認めるもの（諸謝金
事前伺及び支出申請）

謝金伺（平成30年度）
教員養成カリキュラム開発研究セン
ター

2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙
東６号館３F資料
室

学務部先端教育推進課企画係 廃棄 2022年度から先端教育推進課に移管

センター 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

出勤簿　研究センター係　平成31年度
教育研究支援部学系支援課研究セン
ター係

2019年度 2020年4月1日 無期限 紙
東６号館３F資料
室

財務・研究推進部学系支援課学系第三
係

廃棄

センター 人事
休暇簿等の給与簿に関するも
の

休暇簿　研究センター係　31年度
教育研究支援部学系支援課研究セン
ター係

2019年度 2020年4月1日 3年 2022年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第三
係

廃棄

センター 管理・運営 各種統計調査に関するもの 平成31年度　カリセン科学技術研究調査
教育研究支援部学系支援課研究セン
ター係

2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙
東６号館３F資料
室

学務部先端教育推進課企画係 廃棄 2022年度から先端教育推進課に移管

センター 管理・運営 各種委員会に関するもの 平成31年度運営委員会
教育研究支援部学系支援課研究セン
ター係

2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第三
係

廃棄

センター 人事
休暇簿等の給与簿に関するも
の

平成31年度　勤務関係 教育実践研究支援センター2号館 2019年度 2020年4月1日 3年 2022年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第三
係

廃棄

センター 人事 兼業に関するもの 平成31年度　兼業・講師派遣 教育実践研究支援センター2号館 2019年度 2020年4月1日 兼業終了後3年 2022年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第三
係

廃棄

センター 研究協力 受託事業に関するもの 平成31年度グローブ推進事業
教育研究支援部学系支援課研究セン
ター係

2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第三
係

廃棄

センター 人事 勤務時間記録簿 勤務状況申告書（平成31年度：常勤教員） 次世代教育研究センター 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙
東６号館３F資料
室

学務部先端教育推進課企画係 廃棄 2022年度から先端教育推進課に移管

センター 人事
休暇簿等の給与簿に関するも
の

休暇簿（平成31年：常勤教員）
教員養成カリキュラム開発研究セン
ター

2019年度 2020年4月1日 3年 2022年度末 紙
東６号館３F資料
室

学務部先端教育推進課企画係 廃棄 2022年度から先端教育推進課に移管

センター 人事 勤務時間記録簿 勤務日及び勤務時間表（平成31年度） 次世代教育研究センター 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙
東６号館３F資料
室

学務部先端教育推進課企画係 廃棄 2022年度から先端教育推進課に移管

センター 管理・運営 各種統計調査に関するもの 服務状況調査表（平成31年度） 次世代教育研究センター 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙
東６号館３F資料
室

学務部先端教育推進課企画係 廃棄 2022年度から先端教育推進課に移管

センター 人事 研修に関するもの 研究専念期間申請関係（平成31年度）
教員養成カリキュラム開発研究セン
ター

2019年度 2020年4月1日 3年 2022年度末 紙
東６号館３F資料
室

学務部先端教育推進課企画係 廃棄 2022年度から先端教育推進課に移管

センター 管理・運営 各種統計調査に関するもの 勤労統計調査報告書（平成31年度） 次世代教育研究センター 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙
東６号館３F資料
室

学務部先端教育推進課企画係 廃棄 2022年度から先端教育推進課に移管

センター 会計 物品購入依頼書 物品購入依頼書（平成31年度：附属施設経費） 次世代教育研究センター 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙
東６号館３F資料
室

学務部先端教育推進課企画係 廃棄 2022年度から先端教育推進課に移管

センター 会計 物品購入依頼書 物品購入依頼書（平成31年度：教育研究経費） 次世代教育研究センター 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙
東６号館３F資料
室

学務部先端教育推進課企画係 廃棄 2022年度から先端教育推進課に移管

センター 会計 物品購入依頼書 物品購入依頼書（平成31年度：科研費） 次世代教育研究センター 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙
東６号館３F資料
室

学務部先端教育推進課企画係 廃棄 2022年度から先端教育推進課に移管

センター 会計 旅行命令簿 旅行伺（平成31年度：次世代教員） 次世代教育研究センター 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙
東６号館３F資料
室

学務部先端教育推進課企画係 廃棄 2022年度から先端教育推進課に移管

センター 会計 旅行命令簿 旅行伺（平成30年度：次世代教員以外） 次世代教育研究センター 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙
東６号館３F資料
室

学務部先端教育推進課企画係 廃棄 2022年度から先端教育推進課に移管

センター 会計 旅行命令簿 公務外出申請書（平成31年度） 次世代教育研究センター 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙
東６号館３F資料
室

学務部先端教育推進課企画係 廃棄 2022年度から先端教育推進課に移管

センター 人事 兼業に関するもの 兼業関係（平成31年度）
教員養成カリキュラム開発研究セン
ター

2019年度 2020年4月1日 兼業終了後3年 2022年度末 紙
東６号館３F資料
室

学務部先端教育推進課企画係 廃棄 2022年度から先端教育推進課に移管

センター 会計
会計書類として5年保存が必
要であると認めるもの（諸謝金
事前伺及び支出申請）

謝金伺（平成31年度） 次世代教育研究センター 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙
東６号館３F資料
室

学務部先端教育推進課企画係 廃棄 2022年度から先端教育推進課に移管

センター 会計
会計書類として5年保存が必
要であると認めるもの（諸謝金
事前伺及び支出申請）

令和元年度　謝金（教育臨床研究部門）
特別支援教育・教育臨床サポートセン
ター1号館

2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第三
係

廃棄

センター 会計
会計書類として5年保存が必
要であると認めるもの（諸謝金
事前伺及び支出申請）

令和元年度　謝金（教育実習指導部門）
特別支援教育・教育臨床サポートセン
ター1号館

2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙
東６号館３F資料
室

学務部先端教育推進課企画係 廃棄 2022年度から先端教育推進課に移管

センター 会計
会計書類として5年保存が必
要であると認めるもの（諸謝金
事前伺及び支出申請）

令和元年度　謝金（情報教育支援部門）
特別支援教育・教育臨床サポートセン
ター1号館

2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第三
係

廃棄
ICTセンターへ移管するものだが廃棄期限ま
で学系第三係で保管

センター 会計 旅行命令簿 31・令和元年　旅費（教育臨床研究部門）
特別支援教育・教育臨床サポートセン
ター1号館

2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第三
係

廃棄

センター 会計 旅行命令簿 31・令和元年　旅費（教育実習指導部門）
特別支援教育・教育臨床サポートセン
ター1号館

2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙
東６号館３F資料
室

学務部先端教育推進課企画係 廃棄 2022年度から先端教育推進課に移管

センター 会計 旅行命令簿 31・令和元年　旅費（情報教育支援部門）
特別支援教育・教育臨床サポートセン
ター1号館

2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第三
係

廃棄
ICTセンターへ移管するものだが廃棄期限ま
で学系第三係で保管

センター 会計 物品購入依頼書 31・令和元年　物品購入依頼書（教育臨床研究部門）
特別支援教育・教育臨床サポートセン
ター1号館

2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第三
係

廃棄

センター 会計 物品購入依頼書 31・令和元年　物品購入依頼書（教育実習指導部門）
特別支援教育・教育臨床サポートセン
ター1号館

2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙
東６号館３F資料
室

学務部先端教育推進課企画係 廃棄 2022年度から先端教育推進課に移管

センター 会計 物品購入依頼書 31・令和元年　物品購入依頼書（情報教育支援部門）
特別支援教育・教育臨床サポートセン
ター1号館

2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第三
係

廃棄
ICTセンターへ移管するものだが廃棄期限ま
で学系第三係で保管

センター 研究助成
科学研究費補助金の申請等
に関するもの

科学研究費　大森直樹　平成29年度～令和元年度
特別支援教育・教育臨床サポートセン
ター1号館

2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第三
係（特別支援教育・教育臨床サポートセ
ンター）

廃棄
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部局名 １）大分類 ２）中分類 ３）小分類（法人文書ファイル名） ４）作成・取得者
５）作成・取得年度
等

６）起算日 ７）保存期間
８）保存期間
    満了時期

９）媒体の種別 10）保存場所 11）管理担当課・係
12)保存期間満
了時の措置

備考

センター 人事
休暇簿等の給与簿に関するも
の

令和元年度　勤務関係
特別支援教育・教育臨床サポートセン
ター2号館

2019年度 2020年4月1日 3年 2022年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第三
係（特別支援教育・教育臨床サポートセ
ンター）

廃棄

センター 会計 旅行命令簿 令和元年度　旅費・公務外出
特別支援教育・教育臨床サポートセン
ター2号館

2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第三
係（特別支援教育・教育臨床サポートセ
ンター）

廃棄

センター 研究協力
研究関係書類で5年保存が必
要であると認めるもの（共同研
究）

令和元年度　【共同研究】理研　言語、コミュニケーション能力の発
達に係る諸要因

特別支援教育・教育臨床サポートセン
ター2号館

2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第三
係（特別支援教育・教育臨床サポートセ
ンター）

廃棄

センター 研究協力
研究関係書類で5年保存が必
要であると認めるもの（共同研
究）

令和元年度　【共同研究】生涯学習セルフ・カウンセリング学会　究
極的全自己形成学の理論と方法にもとづく、教員の授業力向上に
ついての実証的研究

特別支援教育・教育臨床サポートセン
ター2号館

2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第三
係（特別支援教育・教育臨床サポートセ
ンター）

廃棄

センター 会計 物品購入依頼書 令和元年度　購入依頼➀　授業料その他（教育研究経費）
特別支援教育・教育臨床サポートセン
ター2号館

2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第三
係（特別支援教育・教育臨床サポートセ
ンター）

廃棄

センター 会計 物品購入依頼書
令和元年度　購入依頼➁　授業料その他（客員教授等教育研究
経費・施設センター運営費・附属施設経費）

特別支援教育・教育臨床サポートセン
ター2号館

2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第三
係（特別支援教育・教育臨床サポートセ
ンター）

廃棄

センター 研究助成
科学研究費補助金の申請等
に関するもの

令和元年度　購入依頼　科研費
特別支援教育・教育臨床サポートセン
ター2号館

2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第三
係（特別支援教育・教育臨床サポートセ
ンター）

廃棄

センター 会計
会計書類として5年保存が必
要であると認めるもの（諸謝金
事前伺及び支出申請）

令和元年度　謝金
特別支援教育・教育臨床サポートセン
ター2号館

2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第三
係（特別支援教育・教育臨床サポートセ
ンター）

廃棄

センター 管理・運営 各種委員会に関するもの 平成31（令和1）年度　教員（非常勤）選考委員会
教育研究支援部学系支援課研究セン
ター係

2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第三
係

廃棄

センター 人事 採用等に関するもの 平成31（令和1）年度　常勤教職員に係る上申
教育研究支援部学系支援課研究セン
ター係

2019年度 2020年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第三
係

廃棄

センター 人事 採用等に関するもの（非常勤） 平成31（令和1）年度　非常勤教職員に係る上申
教育研究支援部学系支援課研究セン
ター係

2019年度 2020年4月1日 3年 2022年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第三
係

廃棄

センター 人事
休暇簿等の給与簿に関するも
の

令和元年　勤務状況申告書　休日勤務許可申請書　研修願/休暇
簿

環境教育研究センター 2019年度 2020年4月1日 3年 2022年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第三
係（環境教育研究センター）

廃棄

センター 人事 兼業に関するもの R1　兼業 環境教育研究センター 2019年度 2020年4月1日 兼業終了後3年 2022年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第三
係（環境教育研究センター）

廃棄

センター 会計
会計書類として5年保存が必
要であると認めるもの（諸謝金
事前伺及び支出申請）

R1　謝金 環境教育研究センター 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第三
係（環境教育研究センター）

廃棄

センター 会計 旅行命令簿 令和元年　旅行命令伺 環境教育研究センター 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第三
係（環境教育研究センター）

廃棄

センター 研究協力
研究関係書類で5年保存が必
要であると認めるもの（共同研
究）

The COCA-COLA FOUNDATION　2019 環境教育研究センター 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第三
係（環境教育研究センター）

廃棄

センター 管理・運営 各種委員会に関するもの 令和2年度学系第三係所管センター運営委員会 学系第三係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第三
係

廃棄

センター 人事
休暇簿等の給与簿に関するも
の

令和2年度休暇簿　学系第三係所管センター分 学系第三係 2020年度 2021年4月1日 3年 2023年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第三
係

廃棄

センター 人事
休暇簿等の給与簿に関するも
の

令和2年度休暇簿　出勤簿及び勤務時間記録簿（非常勤） 学系第三係 2020年度 2021年4月1日 3年 2023年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第三
係

廃棄

センター 管理・運営 各種統計調査に関するもの 令和2年度　科学技術研究調査 学系第三係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第三
係

廃棄

センター 会計 物品購入依頼書 物品購入依頼書 学系第三係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第三
係

廃棄

センター 管理・運営 各種委員会に関するもの 令和2年度　教員（非常勤）選考委員会 学系第三係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第三
係

廃棄

センター 人事 採用等に関するもの（非常勤） 令和2年度　人事異動上申 学系第三係 2020年度 2021年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第三
係

廃棄

センター 研究協力
共同研究，受託研究，受託研
究員及び奨学寄附金の受入
審査に関するもの

令和２年度各種研究関係申請書 学系第三係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第三
係

廃棄

センター 会計 旅行命令簿 令和2年度　経路認定 学系第三係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第三
係

廃棄

センター 会計 物品購入依頼書 物品購入依頼書（2020年度） 次世代教育研究センター 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部先端教育推進課企画係 廃棄
共通経費分のみ（←2020年度から教員分は
教員が管理する事になった為）
2022年度から先端教育推進課に移管

センター 会計 旅行命令簿 旅行伺（2020年度：次世代教員） 次世代教育研究センター 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙
東６号館３F資料
室

学務部先端教育推進課企画係 廃棄 2022年度から先端教育推進課に移管

センター 会計 旅行命令簿 旅行伺（2020年度：次世代教員以外） 次世代教育研究センター 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙
東６号館３F資料
室

学務部先端教育推進課企画係 廃棄 2022年度から先端教育推進課に移管

センター 会計 旅行命令簿 用務外出申請書（2020年度） 次世代教育研究センター 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 学務部先端教育推進課企画係 廃棄
経理課による名称変更によりファイル名変更
（【旧】公務外出→【新】用務外出）
2022年度から先端教育推進課に移管

センター 会計
会計書類として5年保存が必
要であると認めるもの（諸謝金
事前伺及び支出申請）

謝金伺（2020年度） 次世代教育研究センター 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙
東６号館３F資料
室

学務部先端教育推進課企画係 廃棄 2022年度から先端教育推進課に移管

センター 会計 資産台帳 物品使用簿
附属特殊教育研究施設野外教育実習
施設

1987年度 1988年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第三
係（環境教育研究センター）

廃棄

センター 会計 旅行命令簿 H29　用務外出申請書 環境教育研究センター 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第三
係（環境教育研究センター）

廃棄

センター 会計 物品購入依頼書 H29　物品購入依頼書 環境教育研究センター 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第三
係（環境教育研究センター）

廃棄

センター 会計 旅行命令簿 H30　用務外出申請書 環境教育研究センター 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第三
係（環境教育研究センター）

廃棄

センター 会計 物品購入依頼書 H30　物品購入依頼書 環境教育研究センター 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第三
係（環境教育研究センター）

廃棄

センター 会計 旅行命令簿 H30　用務外出申請書 環境教育研究センター 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第三
係（環境教育研究センター）

廃棄

センター 会計 物品購入依頼書 H30　物品購入依頼書 環境教育研究センター 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第三
係（環境教育研究センター）

廃棄

センター 会計
会計書類として5年保存が必
要であると認めるもの（諸謝金
事前伺及び支出申請）

R2 諸謝金 環境教育研究センター 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第三
係（環境教育研究センター）

廃棄

センター 会計 旅行命令簿 令和2年　旅行命令関係 環境教育研究センター 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第三
係（環境教育研究センター）

廃棄

センター 研究協力
研究助成関係書類として5年
保存が必要であると認めるも
の（その他補助金）

2021（令和3）年度ユネスコ活動費補助金「SDGｓ達成の担い手育
成（ＥＳＤ）推進事業」

環境教育研究センター 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第三
係（環境教育研究センター）

廃棄

センター 研究助成
研究関係書類で5年保存が必
要であると認めるもの（共同研
究）

The COCA-COLA FOUNDATION　2020 環境教育研究センター 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第三
係（環境教育研究センター）

廃棄

センター 会計 旅行命令簿 令和2年度　旅行伺
財務・研究推進部　学系支援課　学系
第三係（特別支援教育・教育臨床サ
ポートセンター）

2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第三
係（特別支援教育・教育臨床サポートセ
ンター）

廃棄

センター 会計 旅行命令簿 令和2年度　用務外出申請書
財務・研究推進部　学系支援課　学系
第三係（特別支援教育・教育臨床サ
ポートセンター）

2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第三
係（特別支援教育・教育臨床サポートセ
ンター）

廃棄

センター 会計 物品購入依頼書 令和2年度　物品購入依頼書　授業料その他（教育研究経費　他）
財務・研究推進部　学系支援課　学系
第三係（特別支援教育・教育臨床サ
ポートセンター）

2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第三
係（特別支援教育・教育臨床サポートセ
ンター）

廃棄

センター 研究助成
科学研究費補助金の申請等
に関するもの

令和2年度　物品購入依頼書　科研費
財務・研究推進部　学系支援課　学系
第三係（特別支援教育・教育臨床サ
ポートセンター）

2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第三
係（特別支援教育・教育臨床サポートセ
ンター）

廃棄

センター 会計
会計書類として5年保存が必
要であると認めるもの（諸謝金
事前伺及び支出申請）

令和2年度　謝金
財務・研究推進部　学系支援課　学系
第三係（特別支援教育・教育臨床サ
ポートセンター）

2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第三
係（特別支援教育・教育臨床サポートセ
ンター）

廃棄

センター 会計
会計書類として5年保存が必
要であると認めるもの（諸謝金
事前伺及び支出申請）

令和3年度　謝金
財務・研究推進部　学系支援課　学系
第三係（特別支援教育・教育臨床サ
ポートセンター）

2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第三
係（特別支援教育・教育臨床サポートセ
ンター）

廃棄

センター 会計
会計書類として5年保存が必
要であると認めるもの（諸謝金
事前伺及び支出申請）

令和3年度　謝金
財務・研究推進部　学系支援課　学系
第三係（環境教育研究センター）

2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第三
係（環境教育研究センター）

廃棄

センター 会計
会計書類として5年保存が必
要であると認めるもの（諸謝金
事前伺及び支出申請）

令和3年度　謝金
財務・研究推進部　学系支援課　学系
第三係（次世代教育研究センター）

2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第三
係

廃棄

センター 会計 旅行命令簿 令和3年度　旅行伺
財務・研究推進部　学系支援課　学系
第三係（特別支援教育・教育臨床サ
ポートセンター）

2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第三
係（特別支援教育・教育臨床サポートセ
ンター）

廃棄

センター 会計 旅行命令簿 令和3年度　旅行伺
財務・研究推進部　学系支援課　学系
第三係（環境教育研究センター）

2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第三
係（環境教育研究センター）

廃棄

センター 会計 旅行命令簿 令和3年度　旅行伺
財務・研究推進部　学系支援課　学系
第三係（次世代教育研究センター）

2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第三
係

廃棄

センター 会計 旅行命令簿 令和3年度　用務外出申請書
財務・研究推進部　学系支援課　学系
第三係（特別支援教育・教育臨床サ
ポートセンター）

2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第三
係（特別支援教育・教育臨床サポートセ
ンター）

廃棄

センター 会計 旅行命令簿 令和3年度　用務外出申請書
財務・研究推進部　学系支援課　学系
第三係（環境教育研究センター）

2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第三
係（環境教育研究センター）

廃棄

センター 会計 旅行命令簿 令和3年度　用務外出申請書
財務・研究推進部　学系支援課　学系
第三係（次世代教育研究センター）

2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第三
係

廃棄

センター 会計 物品購入依頼書 令和3年度　物品購入依頼書　授業料その他（教育研究経費　他）
財務・研究推進部　学系支援課　学系
第三係（特別支援教育・教育臨床サ
ポートセンター）

2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第三
係（特別支援教育・教育臨床サポートセ
ンター）

廃棄

センター 会計 物品購入依頼書 令和3年度　物品購入依頼書　授業料その他（教育研究経費　他）
財務・研究推進部　学系支援課　学系
第三係（環境教育研究センター）

2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第三
係（環境教育研究センター）

廃棄

センター 会計 物品購入依頼書 令和3年度　物品購入依頼書　授業料その他（教育研究経費　他）
財務・研究推進部　学系支援課　学系
第三係（次世代教育研究センター）

2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第三
係

廃棄

センター 研究助成
科学研究費補助金の申請等
に関するもの

令和3年度　物品購入依頼書　科研費
財務・研究推進部　学系支援課　学系
第三係（特別支援教育・教育臨床サ
ポートセンター）

2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第三
係（特別支援教育・教育臨床サポートセ
ンター）

廃棄

センター 研究助成
科学研究費補助金の申請等
に関するもの

令和3年度　物品購入依頼書　科研費
財務・研究推進部　学系支援課　学系
第三係（環境教育研究センター）

2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第三
係（環境教育研究センター）

廃棄

センター 研究助成
科学研究費補助金の申請等
に関するもの

令和3年度　物品購入依頼書　科研費
財務・研究推進部　学系支援課　学系
第三係（次世代教育研究センター）

2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第三
係

廃棄
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部局名 １）大分類 ２）中分類 ３）小分類（法人文書ファイル名） ４）作成・取得者
５）作成・取得年度
等

６）起算日 ７）保存期間
８）保存期間
    満了時期

９）媒体の種別 10）保存場所 11）管理担当課・係
12)保存期間満
了時の措置

備考

センター 研究協力
研究助成関係書類として5年
保存が必要であると認めるも
の（その他補助金）

2022（令和３）年度ユネスコ活動費補助金「SDGｓ達成の担い手育
成（ＥＳＤ）推進事業」

環境教育研究センター 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第三
係（環境教育研究センター）

廃棄

センター 管理・運営 各種委員会に関するもの 令和3年度学系第三係所管センター運営委員会 学系第三係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第三
係

廃棄

センター 人事
休暇簿等の給与簿に関するも
の

令和3年度休暇簿　学系第三係所管センター分 学系第三係 2021年度 2022年4月1日 3年 2024年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第三
係

廃棄

センター 人事
休暇簿等の給与簿に関するも
の

令和3年度休暇簿　出勤簿及び勤務時間記録簿（非常勤） 学系第三係 2021年度 2022年4月1日 3年 2024年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第三
係

廃棄

センター 管理・運営 各種統計調査に関するもの 令和3年度　科学技術研究調査 学系第三係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第三
係

廃棄

センター 会計 物品購入依頼書 令和3年度　物品購入依頼書 学系第三係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第三
係

廃棄

センター 管理・運営
管理・運営関係書類で1年保
存が必要であると認めるもの

令和3年度　所員会議録 学系第三係 2021年度 2022年4月1日 1年 2022年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第三
係

廃棄

センター 人事 採用等に関するもの（非常勤） 令和3年度　人事異動上申 学系第三係 2021年度 2022年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第三
係

廃棄

センター 研究助成 受託事業に関するもの
受託事業費　吉冨友恭
令和3年度「全国河川・水教育大学間ネットワーク」事業における
河川・水教育推進業務（令和３年度）

環境教育研究センター 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第三
係（環境教育研究センター）

廃棄

センター 研究助成 受託事業に関するもの
受託事業費　吉冨友恭
水循環に関する小学生向け学習教材を活用した教育の実践業務
（令和３年度）

環境教育研究センター 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第三
係（環境教育研究センター）

廃棄

センター 研究助成 受託事業に関するもの
受託事業費　吉冨友恭
水環境における環境遺伝子計測技術のアプリ探索と環境教育へ
の貢献（令和３年度）

環境教育研究センター 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第三
係（環境教育研究センター）

廃棄

センター 研究助成
科学研究費補助金の申請等
に関するもの

科学研究費　鈴木享子
絶滅危惧種イトウの産卵場の再生と評価一生（令和３年度）

環境教育研究センター 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第三
係（環境教育研究センター）

廃棄

センター 研究助成 受託事業に関するもの
受託事業費　小柳知代
環境教育事業支援委託

環境教育研究センター 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第三
係（環境教育研究センター）

廃棄

センター 研究助成 受託事業に関するもの 2022（令和3）年度委託事業（池田一成）
財務・研究推進部　学系支援課　学系
第三係（特別支援教育・教育臨床サ
ポートセンター）

2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第三
係（特別支援教育・教育臨床サポートセ
ンター）

廃棄

センター 会計
会計書類として5年保存が必
要であると認めるもの（諸謝金
事前伺及び支出申請）

諸謝金（令和３年度） 環境教育研究センター 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第三
係（環境教育研究センター）

廃棄

センター 会計 旅行命令簿 旅行命令関係（令和３年度） 環境教育研究センター 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第三
係（環境教育研究センター）

廃棄

センター 会計 旅行命令簿 用務外出申請書（令和３年度） 環境教育研究センター 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第三
係（環境教育研究センター）

廃棄

センター 研究助成 物品購入依頼書
物品購入依頼書
　授業料その他（教育研究経費・客員教授等教育研究経費・
　施設センター運営費・その他）

環境教育研究センター 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第三
係（環境教育研究センター）

廃棄

センター 研究助成
科学研究費補助金の申請等
に関するもの

2022（令和3）年度科学研究費補助金（山口遼）
特別支援教育・教育臨床サポートセン
ター２号館

2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第三
係（環境教育研究センター）

廃棄

センター 会計 物品購入依頼書 物品購入依頼書(2021年度) 次世代教育研究センター 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 学務部先端教育推進課企画係 廃棄 2022年度から先端教育推進課に移管

センター 管理・運営 各種統計調査に関するもの 2021（令和3）　科学技術研究調査 学系第三係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第三
係

廃棄

センター 会計
会計書類として5年保存が必
要であると認めるもの

会計(2021年度) 次世代教育研究センター 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 学務部先端教育推進課企画係 廃棄 2022年度から先端教育推進課に移管

センター 研究助成
科学研究費補助金の申請等
に関するもの

科学研究費　三石　初雄　令和3年度「義務教育段階の理科/科学
教育における「価値選択的課題」の実証的国際比較研究」（代表
者）基礎研究（C）　○課題番号：20K02905　○プロジェクト番号：
F2022C013　○研究期間：令和2年度～令和4年度

次世代教育研究センター 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 学務部先端教育推進課企画係 廃棄 2022年度から先端教育推進課に移管

センター 管理・運営 学内通知文書 【通知】学内文書・メール連絡(2021年度) 次世代教育研究センター 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 学務部先端教育推進課企画係 廃棄 2022年度から先端教育推進課に移管

センター 管理・運営 学内通知文書 【※要回答】学内文書(2021年度) 次世代教育研究センター 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 学務部先端教育推進課企画係 廃棄 2022年度から先端教育推進課に移管

センター 管理・運営
管理・運営関係書類で1年保
存が必要であると認めるもの

郵便・メール便(2021年度) 次世代教育研究センター 2021年度 2022年4月1日 1年 2022年度末 紙 事務室 学務部先端教育推進課企画係 廃棄 2022年度から先端教育推進課に移管

センター 会計 資産台帳 資産台帳 附属特殊教育研究施設 2021年度 2022年4月1日 無期限 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第三
係（特別支援教育・教育臨床サポートセ
ンター）

廃棄 2001物品供用簿，2002物品管理簿，2003物品管理簿を統合

センター 管理・運営
管理・運営関係書類で1年保
存が必要であると認めるもの

催事・開催関係 環境教育研究センター 2021年度 2022年4月1日 1年 2022年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第三
係（環境教育研究センター）

廃棄

センター 管理・運営 各種統計調査に関するもの 水族館の展示リニューアルに関する調査 環境教育研究センター 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第三
係（環境教育研究センター）

廃棄

センター 管理・運営
管理・運営関係書類で1年保
存が必要であると認めるもの

WEBサイトの掲載申請 環境教育研究センター 2021年度 2022年4月1日 1年 2022年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第三
係（環境教育研究センター）

廃棄

センター 管理・運営
管理・運営関係書類で1年保
存が必要であると認めるもの

2022年度教材植物園の年間利用申請について他 環境教育研究センター 2021年度 2022年4月1日 1年 2022年度末 紙 事務室
財務・研究推進部学系支援課学系第三
係（環境教育研究センター）

廃棄

学長室 管理・運営
教育，研究及び事務組織の設
置並びに改廃に関するもので
あって、特に重要なもの

大学院設置計画等関係資料（東京学芸大学大学院　連合学校教
育学研究科　学校教育専攻）

総務部広報調査課 1995年度 1996年4月1日 無期限 － 紙 事務室 経営企画室調査係 廃棄

学長室 管理・運営
教育，研究及び事務組織の設
置並びに改廃に関するもので
あって、特に重要なもの

東京学芸大学大学院連合学校教育学研究科審査対象教員一覧
（補正）　※審議結果を含む

総務部広報調査課 1995年度 1996年4月1日 無期限 － 紙 事務室 経営企画室調査係 廃棄

学長室 管理・運営
教育，研究及び事務組織の設
置並びに改廃に関するもので
あって、特に重要なもの

東京学芸大学教育学研究科総合教育開発専攻修士課程の設置
計画に係る提出書類（教員の個人調書等）

総務部広報調査課 1996年度 1997年4月1日 無期限 － 紙 事務室 経営企画室調査係 廃棄

学長室 管理・運営
教育，研究及び事務組織の設
置並びに改廃に関するもので
あって、特に重要なもの

東京学芸大学教育学研究科総合教育開発専攻修士課程の設置
計画に係る提出書類（抜刷）

総務部広報調査課 1996年度 1997年4月1日 無期限 － 紙 事務室 経営企画室調査係 廃棄

学長室 管理・運営
中期計画・中期目標及びその
実績報告書に関するもの

中期目標・中期計画・年度計画 総務部企画課企画係 2004年度 2005年4月1日 30年 2034年度末 紙 事務室 経営企画室調査係 廃棄 国立大学法人東京学芸大学中期計画／平成16年度国立大学法人東京学芸大学根の計画／平成17年度国立大学法人東京学芸大学年度計画

学長室 管理・運営
中期計画・中期目標及びその
実績報告書に関するもの

平成17事業年度に係る業務の実績に関する報告書関係綴 総務部企画課 2006年度 2007年4月1日 30年 2036年度末 紙 事務室 経営企画室評価企画係 廃棄

学長室 管理・運営
教育，研究及び事務組織の設
置並びに改廃に関するもので
あって、特に重要なもの

東京学芸大学教育学研究科教育実践創成専攻（教職大学院）の
設置に係る設置計画書

総務部総務課評価推進室調査係企画
課企画係

2007年度 2008年4月1日 無期限 － 紙 事務室 経営企画室調査係 廃棄

学長室 管理・運営
教育，研究及び事務組織の設
置並びに改廃に関するもので
あって、特に重要なもの

東京学芸大学教育学研究科教育実践創成専攻（教職大学院）の
設置に係る設置計画書（抜刷）

総務部総務課評価推進室調査係企画
課企画係

2007年度 2008年4月1日 無期限 － 紙 事務室 経営企画室調査係 廃棄

学長室 管理・運営
教育，研究及び事務組織の設
置並びに改廃に関するもので
あって、特に重要なもの

東京学芸大学教育学研究科教育実践創成専攻（教職大学院）の
設置に係る補正計画書

総務部総務課評価推進室調査係企画
課企画係

2007年度 2008年4月1日 無期限 － 紙 事務室 経営企画室調査係 廃棄

学長室 管理・運営
教育，研究及び事務組織の設
置並びに改廃に関するもので
あって、特に重要なもの

東京学芸大学教育学研究科教育実践創成専攻（教職大学院）の
設置に係る補正計画書（抜刷）

総務部総務課評価推進室調査係企画
課企画係

2007年度 2008年4月1日 無期限 － 紙 事務室 経営企画室調査係 廃棄

学長室 管理・運営
中期計画・中期目標及びその
実績報告書に関するもの

平成18事業年度に係る業務の実績に関する報告書関係綴 総務部企画課 2007年度 2008年4月1日 30年 2037年度末 紙 事務室 経営企画室評価企画係 廃棄

学長室 管理・運営
中期計画・中期目標及びその
実績報告書に関するもの

平成18事業年度に係る業務の実績に関する報告書　国立大学法
人評価委員会ヒアリング関係

総務部企画課 2007年度 2008年4月1日 30年 2037年度末 紙 事務室 経営企画室評価企画係 廃棄

学長室 管理・運営
中期計画・中期目標及びその
実績報告書に関するもの

平成19事業年度に係る業務の実績に関する報告書関係綴 総務部総務課評価推進室調査係 2008年度 2009年4月1日 30年 2038年度末 紙 事務室 経営企画室評価企画係 廃棄

学長室 管理・運営
中期計画・中期目標及びその
実績報告書に関するもの

第一期中期目標の達成状況報告書 総務部総務課評価推進室調査係 2008年度 2009年4月1日 30年 2038年度末 紙 事務室 経営企画室評価企画係 廃棄

学長室 管理・運営
中期計画・中期目標及びその
実績報告書に関するもの

第一期中期目標の達成状況報告書関係綴 総務部総務課評価推進室調査係 2008年度 2009年4月1日 30年 2038年度末 紙 事務室 経営企画室評価企画係 廃棄

学長室 管理・運営 総合的業績評価に関するもの 平成20年度総合的業績評価 総務部総務課評価推進室調査係 2008年度 2009年4月1日 30年 2038 紙 事務室 経営企画室評価企画係 廃棄

学長室 管理・運営
教育，研究及び事務組織の設
置並びに改廃に関するもので
あって、特に重要なもの

平成22年度教育学部組織整備関係 総務部総務課評価推進室調査係 2009年度 2010年4月1日 無期限 － 紙 事務室 経営企画室調査係 廃棄

学長室 管理・運営
中期計画・中期目標及びその
実績報告書に関するもの

平成20年度～21年度　第二期中期目標・計画策定①
総務部総務課評価推進室調査係企画
課企画係

2009年度 2010年4月1日 30年 2039 紙 事務室 経営企画室調査係 廃棄

学長室 管理・運営
中期計画・中期目標及びその
実績報告書に関するもの

平成20年度～21年度　第二期中期目標・計画策定②
総務部総務課評価推進室調査係企画
課企画係

2009年度 2010年4月1日 30年 2039 紙 事務室 経営企画室調査係 廃棄

学長室 管理・運営
中期計画・中期目標及びその
実績報告書に関するもの

平成20年度～21年度　第二期中期目標・計画策定③
総務部総務課評価推進室調査係企画
課企画係

2009年度 2010年4月1日 30年 2039 紙 事務室 経営企画室調査係 廃棄

学長室 管理・運営
中期計画・中期目標及びその
実績報告書に関するもの

平成20事業年度に係る業務の実績に関する報告書 総務部総務課評価推進室調査係 2009年度 2010年4月1日 30年 2039年度末 紙 事務室 経営企画室評価企画係 廃棄

学長室 管理・運営 総合的業績評価に関するもの 平成21年度総合的業績評価 総務部総務課評価推進室調査係 2009年度 2010年4月1日 30年 2039 紙 事務室 経営企画室評価企画係 廃棄

学長室 管理・運営
中期計画・中期目標及びその
実績報告書に関するもの

平成22年度国立大学法人東京学芸大学年度計画関係
総務部総務課評価推進室調査係企画
課企画係

2009年度 2010年4月1日 30年 2039 紙 事務室 経営企画室調査係 廃棄

学長室 管理・運営
中期計画・中期目標及びその
実績報告書に関するもの

平成21事業年度に係る業務の実績に関する報告書関係綴 総務部総務課評価推進室評価企画係 2010年度 2011年4月1日 30年 2040年度末 紙 事務室 経営企画室評価企画係 廃棄

学長室 管理・運営
中期計画・中期目標及びその
実績報告書に関するもの

25東京学芸大学　平成21事業年度に係る業務の実績及び中期目
標期間に係る業務の実績に関する報告書（資料編）

総務部総務課評価推進室評価企画係 2010年度 2011年4月1日 30年 2040年度末 紙 事務室 経営企画室評価企画係 廃棄

学長室 管理・運営 総合的業績評価に関するもの 平成22年度総合的業績評価 総務部総務課評価推進室調査係 2010年度 2011年4月1日 30年 2040 紙 事務室 経営企画室評価企画係 廃棄

学長室 管理・運営
中期計画・中期目標及びその
実績報告書に関するもの

平成23年度国立大学法人東京学芸大学年度計画関係
総務部総務課評価推進室調査係企画
課企画係

2010年度 2011年4月1日 30年 2040 紙 事務室 経営企画室調査係 廃棄

学長室 管理・運営
教育，研究及び事務組織の設
置並びに改廃に関するもの

平成26年度学部・大学院改組（組織再編に関する検討会）
総務部総務課評価推進室調査係企画
課企画係

2011年度 2012年4月1日 30年 2041 紙 事務室 経営企画室調査係 廃棄

学長室 管理・運営
中期計画・中期目標及びその
実績報告書に関するもの

平成22事業年度に係る業務の実績に関する報告書関係綴 総務部総務課評価推進室評価企画係 2011年度 2012年4月1日 30年 2041年度末 紙 事務室 経営企画室評価企画係 廃棄

学長室 管理・運営
中期計画・中期目標及びその
実績報告書に関するもの

平成22事業年度に係る業務の実績に関する報告書　国立大学法
人評価委員会ヒアリング関係

総務部総務課評価推進室評価企画係 2011年度 2012年4月1日 30年 2041年度末 紙 事務室 経営企画室評価企画係 廃棄
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学長室 管理・運営 総合的業績評価に関するもの 平成23年度総合的業績評価 総務部総務課評価推進室調査係 2011年度 2012年4月1日 30年 2041 紙 事務室 経営企画室評価企画係 廃棄

学長室 管理・運営
中期計画・中期目標及びその
実績報告書に関するもの

平成24年度国立大学法人東京学芸大学年度計画関係
総務部総務課評価推進室調査係企画
課企画係

2011年度 2012年4月1日 30年 2041 紙 事務室 経営企画室調査係 廃棄

学長室 管理・運営
教育，研究及び事務組織の設
置並びに改廃に関するもの

平成27年度学部・大学院改組（組織再編に関する検討会） 総務部総務課評価推進室調査係 2012年度 2013年4月1日 30年 2042 紙 事務室 経営企画室調査係 廃棄 平成24年度中に実施した検討会の資料

学長室 管理・運営
各種委員会の記録に関するも
ので重要なもの

東京学芸大学附属学校の将来構想委員会 総務部総務課評価推進室調査係 2012年度 2013年4月1日 10年 2022 紙 事務室 経営企画室調査係 廃棄

学長室 管理・運営 認証評価に関するもの 教職大学院認証評価実地調査（平成24年10月） 総務部総務課評価推進室評価企画係 2012年度 2013年4月1日 30年 2042年度末 紙 事務室 経営企画室評価企画係 廃棄

学長室 管理・運営
中期計画・中期目標及びその
実績報告書に関するもの

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 総務部総務課評価推進室評価企画係 2012年度 2013年4月1日 30年 2042年度末 紙 事務室 経営企画室評価企画係 廃棄

学長室 管理・運営
中期計画・中期目標及びその
実績報告書に関するもの

平成23事業年度に係る業務の実績に関する報告書　国立大学法
人評価委員会ヒアリング関係

総務部総務課評価推進室評価企画係 2012年度 2013年4月1日 30年 2042年度末 紙 事務室 経営企画室評価企画係 廃棄

学長室 管理・運営 総合的業績評価に関するもの 平成24年度総合的業績評価 総務部総務課評価推進室調査係 2012年度 2013年4月1日 30年 2042 紙 事務室 経営企画室評価企画係 廃棄

学長室 管理・運営
中期計画・中期目標及びその
実績報告書に関するもの

平成25年度国立大学法人東京学芸大学年度計画関係 総務部総務課評価推進室調査係 2012年度 2013年4月1日 30年 2042 紙 事務室 経営企画室調査係 廃棄

学長室 管理・運営
教育，研究及び事務組織の設
置並びに改廃に関するもの

平成27年度学部・大学院改組（組織再編に関する検討会） 総務部総務課評価推進室調査係 2013年度 2014年4月1日 30年 2043 紙 事務室 経営企画室調査係 廃棄 平成25年度中に実施した検討会の資料

学長室 管理・運営
中期計画・中期目標及びその
実績報告書に関するもの

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 総務部総務課評価推進室評価企画係 2013年度 2014年4月1日 30年 2043年度末 紙 事務室 経営企画室評価企画係 廃棄

学長室 管理・運営
中期計画・中期目標及びその
実績報告書に関するもの

平成24事業年度に係る業務の実績に関する報告書参考資料（冊
子等）

総務部総務課評価推進室評価企画係 2013年度 2014年4月1日 30年 2043年度末 紙 事務室 経営企画室評価企画係 廃棄

学長室 管理・運営 総合的業績評価に関するもの 平成25年度総合的業績評価 総務部総務課評価推進室調査係 2013年度 2014年4月1日 30年 2043 紙 事務室 経営企画室評価企画係 廃棄

学長室 管理・運営
中期計画・中期目標及びその
実績報告書に関するもの

平成26年度国立大学法人東京学芸大学年度計画関係 総務部総務課評価推進室調査係 2013年度 2014年4月1日 30年 2043 紙 事務室 経営企画室調査係 廃棄

学長室 管理・運営
教育，研究及び事務組織の設
置並びに改廃に関するもので
あって、特に重要なもの

平成26年度教育学部事前伺い（申請書類） 総務部総務課評価推進室調査係 2014年度 2015年4月1日 無期限 － 紙 事務室 経営企画室調査係 廃棄

学長室 管理・運営
教育，研究及び事務組織の設
置並びに改廃に関するもので
あって、特に重要なもの

平成26年度教育学部事前伺い（参考資料） 総務部総務課評価推進室調査係 2014年度 2015年4月1日 無期限 － 紙 事務室 経営企画室調査係 廃棄

学長室 管理・運営
教育，研究及び事務組織の設
置並びに改廃に関するもの

平成27年度学部・大学院改組（組織再編に関する検討会） 総務部総務課評価推進室調査係 2014年度 2015年4月1日 30年 2044年度末 紙 事務室 経営企画室調査係 廃棄 平成26年度中に実施した検討会の資料

学長室 管理・運営
教育，研究及び事務組織の設
置並びに改廃に関するもの

平成31年度大学院改組 総務部総務課評価推進室調査係 2014年度 2015年4月1日 30年 2044年度末 紙 事務室 経営企画室調査係 廃棄

学長室 管理・運営
中期計画・中期目標及びその
実績報告書に関するもの

第3期中期目標・計画（1）（平成26年度～27年度） 総務部総務課評価推進室調査係 2014年度 2015年4月1日 30年 2044年度末 紙 事務室 経営企画室調査係 廃棄

学長室 管理・運営
中期計画・中期目標及びその
実績報告書に関するもの

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 総務部総務課評価推進室評価企画係 2014年度 2015年4月1日 30年 2044年度末 紙 事務室 経営企画室評価企画係 廃棄

学長室 管理・運営
中期計画・中期目標及びその
実績報告書に関するもの

平成25事業年度に係る業務の実績に関する報告書参考資料（冊
子等）

総務部総務課評価推進室評価企画係 2014年度 2015年4月1日 30年 2044年度末 紙 事務室 経営企画室評価企画係 廃棄

学長室 管理・運営 総合的業績評価に関するもの 平成26年度総合的業績評価 総務部総務課評価推進室評価企画係 2014年度 2015年4月1日 30年 2044年度末 紙 事務室 経営企画室評価企画係 廃棄

学長室 管理・運営
中期計画・中期目標及びその
実績報告書に関するもの

平成27年度国立大学法人東京学芸大学年度計画関係 総務部総務課評価推進室調査係 2014年度 2015年4月1日 30年 2044年度末 紙 事務室 経営企画室調査係 廃棄

学長室 管理・運営
教育，研究及び事務組織の設
置並びに改廃に関するもの

平成31年度　センター再編 総務部総務課評価推進室調査係 2015年度 2016年4月1日 30年 2045年度末 紙 事務室 経営企画室調査係 廃棄

学長室 管理・運営
中期計画・中期目標及びその
実績報告書に関するもの

第3期中期目標・計画（2）（平成26年度～27年度） 総務部総務課評価推進室調査係 2015年度 2016年4月1日 30年 2045年度末 紙 事務室 経営企画室調査係 廃棄

学長室 管理・運営
中期計画・中期目標及びその
実績報告書に関するもの

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 総務部総務課評価推進室評価企画係 2015年度 2016年4月1日 30年 2045年度末 紙 事務室 経営企画室評価企画係 廃棄

学長室 管理・運営
中期計画・中期目標及びその
実績報告書に関するもの

平成26事業年度に係る業務の実績に関する報告書（冊子等） 総務部総務課評価推進室評価企画係 2015年度 2016年4月1日 30年 2045年度末 紙 事務室 経営企画室評価企画係 廃棄

学長室 管理・運営 総合的業績評価に関するもの 平成27年度総合的業績評価 総務部総務課評価推進室評価企画係 2015年度 2016年4月1日 30年 2045年度末 紙 事務室 経営企画室評価企画係 廃棄

学長室 管理・運営
中期計画・中期目標及びその
実績報告書に関するもの

平成28年度国立大学法人東京学芸大学年度計画関係 総務部総務課評価推進室調査係 2015年度 2016年4月1日 30年 2045年度末 紙 事務室 経営企画室調査係 廃棄

学長室 管理・運営

教育，研究及び事務組織の設
置並びに改廃に関するものの
うち履行状況の報告に関する
もの

東京学芸大学　教育学部　教育支援課程　【事前伺い】設置に係
る設置計画履行状況報告書

総務総務課評価推進室
2015年度（～2018
年度）

2016年4月1日 10年 2028年度末 紙 事務室 経営企画室調査係 廃棄
2015年度開設の教育支援課程に関する履行
状況調査（2018年度報告完了）

学長室 管理・運営
中期計画・中期目標及びその
実績報告書に関するもの

平成27事業年度に係る業務の実績に関する報告書関係綴 総務部総務課評価推進室評価企画係 2016年度 2017年4月1日 30年 2046年度末 紙 事務室 経営企画室評価企画係 廃棄

学長室 管理・運営 総合的業績評価に関するもの 平成28年度総合的業績評価 総務部総務課評価推進室評価企画係 2016年度 2017年4月1日 30年 2046年度末 紙 事務室 経営企画室評価企画係 廃棄

学長室 管理・運営
中期計画・中期目標及びその
実績報告書に関するもの

平成29年度国立大学法人東京学芸大学年度計画関係 総務部総務課評価推進室調査係 2016年度 2017年4月1日 30年 2046年度末 紙 事務室 経営企画室調査係 廃棄

学長室 管理・運営 認証評価に関するもの 平成29年度教職大学院認証評価 学長室評価企画係 2017年度 2018年4月1日 30年 2047年度末 紙 事務室 経営企画室評価企画係 廃棄

学長室 管理・運営 認証評価に関するもの 大学機関別認証評価（平成29年度実施分） 学長室評価企画係 2017年度 2018年4月1日 30年 2047年度末 紙 事務室 経営企画室評価企画係 廃棄

学長室 管理・運営 認証評価に関するもの 平成29年度大学機関別認証評価　自己評価書別添資料 学長室評価企画係 2017年度 2018年4月1日 30年 2047年度末 紙 事務室 経営企画室評価企画係 廃棄

学長室 管理・運営 認証評価に関するもの 大学機関別認証評価　実地調査 学長室評価企画係 2017年度 2018年4月1日 30年 2047年度末 紙 事務室 経営企画室評価企画係 廃棄

学長室 管理・運営
各種委員会の記録に関するも
ので重要なもの

大学戦略室 学長室 2017年度 2018年4月1日 10年 2027年度末 紙 事務室 経営企画室 廃棄

学長室 管理・運営 各種委員会に関するもの 学長・副学長等連絡会①（平成29年度） 学長室調査係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 経営企画室 廃棄

学長室 管理・運営 各種委員会に関するもの 学長・副学長等連絡会②（平成29年度） 学長室調査係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 経営企画室 廃棄

学長室 管理・運営
教育，研究及び事務組織の設
置並びに改廃に関するもの

平成31年度大学院改組② 学長室調査係 2017年度 2018年4月1日 30年 2047年度末 紙 事務室 経営企画室 廃棄

学長室 管理・運営
教育，研究及び事務組織の設
置並びに改廃に関するもの

平成31年度大学院改組③ 学長室調査係 2017年度 2018年4月1日 30年 2047年度末 紙 事務室 経営企画室 廃棄

学長室 管理・運営
中期計画・中期目標及びその
実績報告書に関するもの

第2期中期目標期間の達成状況報告書 学長室評価企画係 2017年度 2018年4月1日 30年 2047年度末 紙 事務室 経営企画室 廃棄

学長室 管理・運営
中期計画・中期目標及びその
実績報告書に関するもの

平成28事業年度に係る業務の実績に関する報告書 学長室評価企画係 2017年度 2018年4月1日 30年 2047年度末 紙 事務室 経営企画室評価企画係 廃棄

学長室 管理・運営 総合的業績評価に関するもの 平成29年度総合的業績評価 学長室評価企画係 2017年度 2018年4月1日 30年 2047年度末 紙 事務室 経営企画室評価企画係 廃棄

学長室 管理・運営
中期計画・中期目標及びその
実績報告書に関するもの

平成30年度国立大学法人東京学芸大学年度計画関係 学長室調査係 2017年度 2018年4月1日 30年 2047年度末 紙 事務室 経営企画室調査係 廃棄

学長室 管理・運営 各種委員会に関するもの 平成29年度戦略評価室 学長室評価企画係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 経営企画室 廃棄

学長室 管理・運営 各種統計調査に関するもの 教育内容等改革状況調査(平成29年度・平成30年度） 学長室調査係 2017年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 経営企画室調査係 廃棄
2年度分ファイルされている
※保存期間満了時期を2023年度末とした

学長室 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

勤務時間記録簿（H29)★ 学長室調査係 2017年度 2018年4月1日 無期限 － 紙 事務室 経営企画室 廃棄 ★同一ファイルに保管

学長室 人事
勤務時間記録簿／勤務時間
報告書

勤務時間記録簿（H29)★ 学長室調査係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 経営企画室 廃棄 ★同一ファイルに保管

学長室 人事 出張に関するもの 公務外出（平成29年度） 学長室調査係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 経営企画室 廃棄

学長室 会計
旅行命令簿／旅費の請求に
係る添付書類

旅費（平成29年度） 学長室調査係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 経営企画室 廃棄

学長室 会計 物品購入依頼書 購入依頼（平成29年度） 学長室調査係 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 経営企画室 廃棄

学長室 管理・運営 各種委員会に関するもの 学長・副学長等連絡会①（平成30年度） 学長室調査係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 経営企画室 廃棄

学長室 管理・運営 各種委員会に関するもの 学長・副学長等連絡会②（平成30年度） 学長室調査係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 経営企画室 廃棄

学長室 管理・運営 各種委員会に関するもの 学長・副学長等連絡会③（平成30年度） 学長室調査係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 経営企画室 廃棄

学長室 管理・運営 各種委員会に関するもの 平成30年度戦略評価室 学長室評価企画係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 経営企画室 廃棄

学長室 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

勤務時間記録簿（H30)☆ 学長室調査係 2018年度 2019年4月1日 無期限 － 紙 事務室 経営企画室 廃棄 ☆同一ファイルに保管

学長室 人事
勤務時間記録簿／勤務時間
報告書

勤務時間記録簿（H30)☆ 学長室調査係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 経営企画室 廃棄 ☆同一ファイルに保管

学長室 人事 出張に関するもの 公務外出（平成30年度） 学長室調査係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 経営企画室 廃棄

学長室 会計
旅行命令簿／旅費の請求に
係る添付書類

旅費（平成30年度） 学長室調査係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 経営企画室 廃棄

187/190



法人文書ファイル管理簿データ（全学）

部局名 １）大分類 ２）中分類 ３）小分類（法人文書ファイル名） ４）作成・取得者
５）作成・取得年度
等

６）起算日 ７）保存期間
８）保存期間
    満了時期

９）媒体の種別 10）保存場所 11）管理担当課・係
12)保存期間満
了時の措置

備考

学長室 会計 物品購入依頼書 購入依頼（平成30年度） 学長室調査係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 経営企画室 廃棄

学長室 管理・運営
中期計画・中期目標及びその
実績報告書に関するもの

平成29事業年度に係る業務の実績に関する報告書 学長室評価企画係 2018年度 2019年4月1日 30年 2048年度末 紙 事務室 経営企画室評価企画係 廃棄

学長室 管理・運営 総合的業績評価に関するもの 平成30年度総合的業績評価 学長室評価企画係 2018年度 2019年4月1日 30年 2048年度末 紙 事務室 経営企画室評価企画係 廃棄

学長室 管理・運営
所掌業務において５年保存が
必要であると認めたもの

学長室調査係（平成30年度） 学長室調査係 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 経営企画室調査係 廃棄

学長室 管理・運営
中期計画・中期目標及びその
実績報告書に関するもの

平成31年度国立大学法人東京学芸大学中期目標・中期計画変更
／年度計画関係

学長室調査係 2018年度 2019年4月1日 30年 2048年度末 紙 事務室 経営企画室調査係 廃棄

学長室 管理・運営
文部科学省からの諸令達・通
達及び往復書簡のうち重要な
もの

平成30年度文科省からの通知等（設置関係） 学長室調査係 2018年度 2019年4月1日 10年 2028年度末 紙 事務室 経営企画室調査係 廃棄

学長室 人事 出張に関するもの 公務外出（平成31年度） 学長室調査係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 経営企画室 廃棄

学長室 会計
旅行命令簿／旅費の請求に
係る添付書類

旅費（平成31年度） 学長室調査係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 経営企画室 廃棄

学長室 会計 物品購入依頼書 購入依頼（平成31年度） 学長室調査係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 経営企画室 廃棄

学長室 管理・運営
所掌業務において５年保存が
必要であると認めたもの

学長室調査係（令和元年度） 学長室調査係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 経営企画室 廃棄

学長室 管理・運営
文部科学省からの諸令達・通
達及び往復書簡のうち重要な
もの

令和年度文科省からの通知等（設置関係） 学長室調査係 2019年度 2020年4月1日 10年 2029年度末 紙 事務室 経営企画室 廃棄

学長室 管理・運営 各種委員会に関するもの 学長・副学長等連絡会①（令和元年度） 学長室調査係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 経営企画室 廃棄

学長室 管理・運営 各種委員会に関するもの 学長・副学長等連絡会②（令和元年度） 学長室調査係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 経営企画室 廃棄

学長室 管理・運営 各種委員会に関するもの 学長・副学長等連絡会③（令和元年度） 学長室調査係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 経営企画室 廃棄

学長室 管理・運営 各種委員会に関するもの 令和元年度戦略評価推進本部 学長室評価企画係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 経営企画室 廃棄

学長室 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

勤務時間記録簿（R1)☆ 学長室調査係 2019年度 2020年4月1日 無期限 － 紙 事務室 経営企画室 廃棄 ☆同一ファイルに保管

学長室 人事
勤務時間記録簿／勤務時間
報告書

勤務時間記録簿（R1)☆ 学長室調査係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 経営企画室 廃棄 ☆同一ファイルに保管

学長室 人事
休暇簿等の給与簿に関するも
の

勤務時間記録簿（R1)☆ 学長室調査係 2019年度 2020年4月1日 3年 2022年度末 紙 事務室 経営企画室 廃棄 ☆同一ファイルに保管

学長室 管理・運営 総合的業績評価に関するもの 令和元年度総合的業績評価 学長室評価企画係 2019年度 2020年4月1日 30年 2049年度末 紙 事務室 経営企画室評価企画係 廃棄

学長室 人事 出張に関するもの 公務外出（令和２年度） 学長室調査係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 経営企画室 廃棄

学長室 会計 物品購入依頼書 購入依頼（令和２年度） 学長室調査係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 経営企画室 廃棄

学長室 管理・運営
所掌業務において５年保存が
必要であると認めたもの

学長室調査係（令和２年度） 学長室調査係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 経営企画室 廃棄

学長室 管理・運営 各種委員会に関するもの 学長・副学長等連絡会①（令和２年度） 学長室調査係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 経営企画室 廃棄

学長室 管理・運営 各種委員会に関するもの 学長・副学長等連絡会②（令和２年度） 学長室調査係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 経営企画室 廃棄

学長室 管理・運営 各種委員会に関するもの 学長・副学長等連絡会③（令和２年度） 学長室調査係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 経営企画室 廃棄

学長室 管理・運営 各種委員会に関するもの 令和２年度戦略評価推進本部 学長室評価企画係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 電子情報 事務室 経営企画室 廃棄

学長室 管理・運営 各種委員会に関するもの 令和２年度組織再編検討委員会 学長室調査係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 電子情報 事務室 経営企画室 廃棄

学長室 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

勤務時間記録簿（R2)☆ 学長室調査係 2020年度 2021年4月1日 無期限 － 紙 事務室 経営企画室 廃棄 ☆同一ファイルに保管

学長室 人事
勤務時間記録簿／勤務時間
報告書

勤務時間記録簿（R2)☆ 学長室調査係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 経営企画室 廃棄 ☆同一ファイルに保管

学長室 人事
休暇簿等の給与簿に関するも
の

勤務時間記録簿（R2)☆ 学長室調査係 2020年度 2021年4月1日 3年 2023年度末 紙 事務室 経営企画室 廃棄

☆同一ファイルに保管

学長室 管理・運営 総合的業績評価に関するもの 令和２年度総合的業績評価 学長室評価企画係 2020年度 2021年4月1日 30年 2050年度末 紙 事務室 経営企画室評価企画係 廃棄

学長室 管理・運営
各種委員会の記録に関するも
ので重要なもの

教員養成開発連携センター　先導的実践プログラム部門　教育支
援人材養成プロジェクト会議資料（保管）　平成25年度

教育支援人材養成PJ（総務部総務課） 2013年度 2014年4月1日 10年 2023年度末 紙 事務室 経営企画室 廃棄

学長室 管理・運営
各種委員会の記録に関するも
ので重要なもの

教員養成開発連携センター　先導的実践プログラム部門　教育支
援人材養成プロジェクト会議資料（保管）　平成26年度

教育支援人材養成PJ（総務部総務課） 2014年度 2015年4月1日 10年 2024年度末 紙 事務室 経営企画室 廃棄

学長室 管理・運営
各種委員会の記録に関するも
ので重要なもの

教員養成開発連携センター　先導的実践プログラム部門　教育支
援人材養成プロジェクト会議資料（保管）　平成27年度

教育支援人材養成PJ（総務部総務課） 2015年度 2016年4月1日 10年 2025年度末 紙 事務室 経営企画室 廃棄

学長室 管理・運営
各種委員会の記録に関するも
ので重要なもの

平成28年度　教員養成開発連携センター　先導的実践プログラム
部門　教育支援人材養成プロジェクト会議資料（保管）

教育支援人材養成PJ（総務部総務課） 2016年度 2017年4月1日 10年 2026年度末 紙 事務室 経営企画室 廃棄

学長室 管理・運営
各種委員会の記録に関するも
ので重要なもの

平成29年度　教員養成開発連携センター　先導的実践プログラム
部門　教育支援人材養成プロジェクト会議資料（保管）

教育支援人材養成PJ（総務部総務課） 2017年度 2018年4月1日 10年 2027年度末 紙 事務室 経営企画室 廃棄

学長室 管理・運営
所掌業務において５年保存が
必要であると認めたもの

教育支援人材養成プロジェクト　原議書　　平成29年度 教育支援人材養成PJ（総務部総務課） 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 経営企画室 廃棄

学長室 管理・運営

教育，研究及び事務組織の設
置並びに改廃に関するものの
うち履行状況の報告に関する
もの

設置計画履行状況等調査報告書（令和元年度　大学院改組） 学長室調査係
2019年度（～2020
年度）

2020年4月1日 10年 2030年度末 紙 事務室 経営企画室 廃棄

学長室 管理・運営 各種委員会に関するもの 学長・副学長等連絡会①（令和３年度） 学長室調査係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 経営企画室 廃棄

学長室 管理・運営 各種委員会に関するもの 令和３年度戦略評価推進本部 学長室評価企画係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 電子情報 事務室 経営企画室 廃棄

学長室 管理・運営 各種委員会に関するもの 令和３年度組織再編検討委員会 学長室調査係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 電子情報 事務室 経営企画室 廃棄

学長室 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

勤務時間記録簿（R3)☆ 学長室調査係 2021年度 2022年4月1日 無期限 － 紙 事務室 経営企画室 廃棄 ☆同一ファイルに保管

学長室 人事
勤務時間記録簿／勤務時間
報告書

勤務時間記録簿（R3)☆ 学長室調査係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 経営企画室 廃棄 ☆同一ファイルに保管

学長室 人事
休暇簿等の給与簿に関するも
の

勤務時間記録簿（R3)☆ 学長室調査係 2021年度 2022年4月1日 3年 2024年度末 紙 事務室 経営企画室 廃棄 ☆同一ファイルに保管

学長室 管理・運営
各種統計調査に関するもので
重要なもの

新入生調査 学長室調査係 2020年度 2021年4月1日 10年 2030年度末 電子情報 事務室 経営企画室 廃棄

学長室 管理・運営
各種統計調査に関するもので
重要なもの

大学生学習調査 学長室調査係 2020年度 2021年4月1日 10年 2030年度末 電子情報 事務室 経営企画室 廃棄

学長室 管理・運営
各種統計調査に関するもので
重要なもの

卒業生調査 学長室調査係 2020年度 2021年4月1日 10年 2030年度末 電子情報 事務室 経営企画室 廃棄

学長室 人事 出張に関するもの 用務外出（令和３年度） 学長室調査係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 経営企画室 廃棄

学長室 会計 物品購入依頼書 購入依頼（令和３年度） 学長室調査係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 経営企画室 廃棄

学長室 管理・運営
所掌業務において５年保存が
必要であると認めたもの

学長室調査係（令和３年度） 学長室調査係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 経営企画室 廃棄

学長室 管理・運営
大学教員の業績管理に関する
もの

令和３年度総合的業績評価 学長室評価企画係 2021年度 2022年4月1日 30年 2051年度末 電子情報 事務室 経営企画室評価企画係 廃棄

監査室 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成16年度　出勤簿（監事） 監査室 2004年度 2005年4月1日 無期限 紙 事務室 監査室監査係 廃棄

監査室 会計 資産台帳 資産台帳(平成16年度） 監査室 2004年度 2005年4月1日 無期限 紙 事務室 監査室監査係 廃棄

監査室 会計 旅行命令簿 公務外出（平成29年度） 監査室 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 監査室監査係 廃棄

監査室 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成17年度　出勤簿（監事） 監査室 2005年度 2006年4月1日 無期限 紙 事務室 監査室監査係 廃棄

監査室 会計 監事監査に関するもの 監事監査計画（平成24年度） 監査室 2012年度 2013年4月1日 10年 2022年度末 紙 事務室 監査室監査係 廃棄

監査室 会計 監事監査に関するもの 監事監査計画（平成25年度） 監査室 2013年度 2014年4月1日 10年 2023年度末 紙 事務室 監査室監査係 廃棄

監査室 会計 監事監査に関するもの 監事監査計画（平成26年度） 監査室 2014年度 2015年4月1日 10年 2024年度末 紙 事務室 監査室監査係 廃棄

監査室 会計 監事監査に関するもの 監事監査計画（平成27年度） 監査室 2015年度 2016年4月1日 10年 2025年度末 紙 事務室 監査室監査係 廃棄

監査室 会計 監事監査に関するもの 監事監査計画（平成28年度） 監査室 2016年度 2017年4月1日 10年 2026年度末 紙 事務室 監査室監査係 廃棄

監査室 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成18年度　出勤簿（監事） 監査室 2006年度 2007年4月1日 無期限 紙 事務室 監査室監査係 廃棄
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部局名 １）大分類 ２）中分類 ３）小分類（法人文書ファイル名） ４）作成・取得者
５）作成・取得年度
等
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12)保存期間満
了時の措置

備考

監査室 会計 資産台帳 資産台帳(平成18年度） 監査室 2007年度 2007年4月1日 無期限 紙 事務室 監査室監査係 廃棄

監査室 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成19年度　出勤簿（監事） 監査室 2007年度 2008年4月1日 無期限 紙 事務室 監査室監査係 廃棄

監査室 会計
会計検査院等の検査及び監
査に関するもの

会計検査院文書綴 監査室 2015年度 2016年4月1日 10年 2025年度末 紙 事務室 監査室監査係 廃棄

監査室 会計 予算（追加）配分通知書 予算配分通知書（平成29年度） 監査室 2017年度 2018年4年1日 5年 2022年度末 紙 事務室 監査室監査係 廃棄

監査室 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成20年度　出勤簿（監事） 監査室 2008年度 2009年4月1日 無期限 紙 事務室 監査室監査係 廃棄

監査室 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成21年度　勤務時間記録簿（監事） 監査室 2009年度 2010年4月1日 無期限 紙 事務室 監査室監査係 廃棄

監査室 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成22年度　勤務時間記録簿（監事） 監査室 2010年度 2011年4月1日 無期限 紙 事務室 監査室監査係 廃棄

監査室 会計 監事監査に関するもの 監事ヒアリング（平成24年度） 監査室 2012年度 2013年4年1日 10年 2022年度末 紙 事務室 監査室監査係 廃棄

監査室 会計 監事監査に関するもの 監事ヒアリング（平成25年度） 監査室 2013年度 2014年4年1日 10年 2023年度末 紙 事務室 監査室監査係 廃棄

監査室 会計 監事監査に関するもの 平成二十六年度年度計画ヒアリング資料綴 監査室 2014年度 2015年4年1日 10年 2024年度末 紙 事務室 監査室監査係 廃棄

監査室 会計 監事監査に関するもの 平成二十七年度年度計画ヒアリング資料綴 監査室 2015年度 2016年4年1日 10年 2025年度末 紙 事務室 監査室監査係 廃棄

監査室 会計 監事監査に関するもの 平成二十八年度年度計画ヒアリング資料綴 監査室 2016年度 2017年4年1日 10年 2026年度末 紙 事務室 監査室監査係 廃棄

監査室 会計 監事監査に関するもの 平成二十九年度年度計画ヒアリング資料綴 監査室 2017年度 2018年4年1日 10年 2027年度末 紙 事務室 監査室監査係 廃棄

監査室 会計 物品購入依頼書 購入依頼書（平成29年度） 監査室 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 監査室監査係 廃棄

監査室 管理・運営 法人文書ファイル管理簿等 平成23年度　法人文書ファイル管理簿（監査室） 監査室 2011年度 2012年4月1日 30年 2041年度末
電子:共有サー
バー内

ＯＰＳ監査室 監査室監査係 廃棄

監査室 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成23年度　勤務時間記録簿（監事） 監査室 2011年度 2012年4月1日 無期限 紙 事務室 監査室監査係 廃棄

監査室 管理・運営 法人文書ファイル管理簿等 平成24年度　法人文書ファイル管理簿（監査室） 監査室 2012年度 2013年4月1日 30年 2042年度末
電子:共有サー
バー内

ＯＰＳ監査室 監査室監査係 廃棄

監査室 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成24年度　勤務時間記録簿（監事） 監査室 2012年度 2013年4月1日 無期限 紙 事務室 監査室監査係 廃棄

監査室 会計
会計監査人による監査に関す
るもの

平成24年度　会計監査人 監査室 2012年度 2013年4月1日 10年 2022年度末 紙 事務室 監査室監査係 廃棄

監査室 会計 内部監査に関するもの 平成24年度　内部監査 監査室 2012年度 2013年4月1日 10年 2022年度末 紙 事務室 監査室監査係 廃棄

監査室 会計
会計検査院等の検査及び監
査に関するもの

科学研究費補助金等の適正な使用の確保に関する行政評価・監
視に関連した調査

監査室 2012年度 2013年4月1日 10年 2022年度末 紙 事務室 監査室監査係 廃棄

監査室 管理・運営 法人文書ファイル管理簿等 平成25年度　法人文書ファイル管理簿（監査室） 監査室 2013年度 2014年4月1日 30年 2043年度末
電子:共有サー
バー内

ＯＰＳ監査室 監査室監査係 廃棄

監査室 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成25年度　勤務時間記録簿（監事） 監査室 2013年度 2014年4月1日 無期限 紙 事務室 監査室監査係 廃棄

監査室 会計
会計監査人による監査に関す
るもの

平成25年度　会計監査人 監査室 2013年度 2014年4月1日 10年 2023年度末 紙 事務室 監査室監査係 廃棄

監査室 会計 内部監査に関するもの 平成25年度　内部監査 監査室 2013年度 2014年4月1日 10年 2023年度末 紙 事務室 監査室監査係 廃棄

監査室 会計
会計検査院等の検査及び監
査に関するもの

平成25年度　会計検査院実地検査 監査室 2013年度 2014年4月1日 10年 2023年度末 紙 事務室 監査室監査係 廃棄

監査室 管理・運営 法人文書ファイル管理簿等 平成26年度　法人文書ファイル管理簿（監査室） 監査室 2014年度 2015年4月1日 30年 2044年度末
電子:共有サー
バー内

ＯＰＳ監査室 監査室監査係 廃棄

監査室 人事
出勤簿及び勤務時間記録簿
（非常勤）

平成26年度　勤務時間記録簿（監事） 監査室 2014年度 2015年4月1日 無期限 紙 事務室 監査室監査係 廃棄

監査室 会計
会計監査人による監査に関す
るもの

平成26年度　会計監査人 監査室 2014年度 2015年4月1日 10年 2024年度末 紙 事務室 監査室監査係 廃棄

監査室 会計 内部監査に関するもの 平成26年度　内部監査 監査室 2014年度 2015年4月1日 10年 2024年度末 紙 事務室 監査室監査係 廃棄

監査室 管理・運営 法人文書ファイル管理簿等 平成27年度　法人文書ファイル管理簿（監査室） 監査室 2015年度 2016年4月1日 30年 2045年度末
電子:共有サー
バー内

ＯＰＳ監査室 監査室監査係 廃棄

監査室 会計
会計監査人による監査に関す
るもの

平成27年度　会計監査人 監査室 2015年度 2016年4月1日 10年 2025年度末 紙 事務室 監査室監査係 廃棄

監査室 会計 内部監査に関するもの 平成27年度　内部監査 監査室 2015年度 2016年4月1日 10年 2025年度末 紙 事務室 監査室監査係 廃棄

監査室 会計
会計監査人による監査に関す
るもの

平成27年度　会計監査人候補関係 監査室 2015年度 2016年4月1日 10年 2025年度末 紙 事務室 監査室監査係 廃棄

監査室 会計 内部監査に関するもの 平成28年度　内部監査 監査室 2016年度 2017年4月1日 10年 2026年度末 紙 事務室 監査室監査係 廃棄

監査室 会計
会計監査人による監査に関す
るもの

平成28年度　会計監査人候補関係 監査室 2016年度 2017年4月1日 10年 2026年度末 紙 事務室 監査室監査係 廃棄

監査室 会計
会計監査人による監査に関す
るもの

平成28年度　会計監査人 監査室 2016年度 2017年4月1日 10年 2026年度末 紙 事務室 監査室監査係 廃棄

監査室 管理・運営 法人文書ファイル管理簿等 平成28年度　法人文書ファイル管理簿（監査室） 監査室 2016年度 2017年4月1日 30年 2046年度末
電子:共有サー
バー内

ＯＰＳ監査室 監査室監査係 廃棄

監査室 会計
会計検査院等の検査及び監
査に関するもの

平成27年度　会計検査院文書綴 監査室 2015年度 2016年4月1日 10年 2025年度末 紙 事務室 監査室監査係 廃棄

監査室 会計
会計検査院等の検査及び監
査に関するもの

平成28年度　会計検査院文書綴 監査室 2016年度 2017年4月1日 10年 2026年度末 紙 事務室 監査室監査係 廃棄

監査室 会計
会計検査院等の検査及び監
査に関するもの

平成28年度　会計検査院実地検査 監査室 2016年度 2017年4月1日 10年 2026年度末 紙 事務室 監査室監査係 廃棄

監査室 会計 資産台帳 資産台帳(平成28年度） 監査室 2016年度 2017年4月1日 無期限 紙 事務室 監査室監査係 廃棄

監査室 会計 内部監査に関するもの 平成29年度　内部監査 監査室 2017年度 2018年4月1日 10年 2027年度末 紙 事務室 監査室監査係 廃棄

監査室 会計
会計監査人による監査に関す
るもの

平成29年度　会計監査人候補関係 監査室 2017年度 2018年4月1日 10年 2027年度末 紙 事務室 監査室監査係 廃棄

監査室 会計
会計監査人による監査に関す
るもの

平成29年度　会計監査人 監査室 2017年度 2018年4月1日 10年 2027年度末 紙 事務室 監査室監査係 廃棄

監査室 管理・運営 法人文書ファイル管理簿等 平成29年度　法人文書ファイル管理簿（監査室） 監査室 2017年度 2018年4月1日 30年 2047年度末
電子:共有サー
バー内

ＯＰＳ監査室 監査室監査係 廃棄

監査室 人事 勤務時間記録簿 平成29年度　勤務時間記録簿 監査室 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 監査室監査係 廃棄

監査室 会計
会計検査院等の検査及び監
査に関するもの

平成29年度　会計検査院文書綴 監査室 2017年度 2018年4月1日 10年 2027年度末 紙 事務室 監査室監査係 廃棄

監査室 会計 監事協議会に関するもの 監事協議会東京支部会（平成29年度） 監査室 2017年度 2018年4年1日 5年 2022年度末 紙 事務室 監査室監査係 廃棄

監査室 会計 監事協議会に関するもの 監事協議会総会（平成29年度） 監査室 2017年度 2018年4年1日 5年 2022年度末 紙 事務室 監査室監査係 廃棄

監査室 会計 監事監査に関するもの 監事監査計画（平成29年度） 監査室 2017年度 2018年4年1日 10年 2027年度末 紙 事務室 監査室監査係 廃棄

監査室 会計 内部監査に関するもの 平成30年度　内部監査 監査室 2018年度 2019年4月1日 10年 2028年度末 紙 事務室 監査室監査係 廃棄

監査室 会計
会計監査人による監査に関す
るもの

平成30年度　会計監査人候補関係 監査室 2018年度 2019年4月1日 10年 2028年度末 紙 事務室 監査室監査係 廃棄

監査室 会計
会計監査人による監査に関す
るもの

平成30年度　会計監査人 監査室 2018年度 2019年4月1日 10年 2028年度末 紙 事務室 監査室監査係 廃棄

監査室 管理・運営 法人文書ファイル管理簿等 平成30年度　法人文書ファイル管理簿（監査室） 監査室 2018年度 2019年4月1日 30年 2048年度末
電子:共有サー
バー内

ＯＰＳ監査室 監査室監査係 廃棄

監査室 人事 勤務時間記録簿 平成30年度　勤務時間記録簿 監査室 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 監査室監査係 廃棄

監査室 会計
会計検査院等の検査及び監
査に関するもの

平成30年度　会計検査院文書綴 監査室 2018年度 2019年4月1日 10年 2028年度末 紙 事務室 監査室監査係 廃棄

監査室 会計 旅行命令簿 公務外出（旅行命令等含む）（平成30年度） 監査室 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 監査室監査係 廃棄

監査室 会計 物品購入依頼書 購入依頼書（平成30年度） 監査室 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 監査室監査係 廃棄

監査室 会計 監事監査に関するもの 平成三十度年度計画ヒアリング資料綴 監査室 2018年度 2019年4年1日 10年 2028年度末 紙 事務室 監査室監査係 廃棄

監査室 会計 監事協議会に関するもの 監事協議会東京支部会（平成30年度） 監査室 2018年度 2019年4年1日 5年 2023年度末 紙 事務室 監査室監査係 廃棄

監査室 会計 監事協議会に関するもの 監事協議会総会（平成30年度） 監査室 2018年度 2019年4年1日 5年 2023年度末 紙 事務室 監査室監査係 廃棄
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部局名 １）大分類 ２）中分類 ３）小分類（法人文書ファイル名） ４）作成・取得者
５）作成・取得年度
等

６）起算日 ７）保存期間
８）保存期間
    満了時期

９）媒体の種別 10）保存場所 11）管理担当課・係
12)保存期間満
了時の措置

備考

監査室 会計 監事監査に関するもの 監事監査計画（平成30年度） 監査室 2018年度 2019年4年1日 10年 2028年度末 紙 事務室 監査室監査係 廃棄

監査室 会計 予算（追加）配分通知書 予算配分通知書（平成30年度） 監査室 2018年度 2019年4年1日 5年 2023年度末 紙 事務室 監査室監査係 廃棄

監査室 会計 内部監査に関するもの 令和元年度　内部監査 監査室 2019年度 2020年4月1日 10年 2029年度末 紙 事務室 監査室監査係 廃棄

監査室 会計
会計監査人による監査に関す
るもの

令和元年度　会計監査人候補関係 監査室 2019年度 2020年4月1日 10年 2029年度末 紙 事務室 監査室監査係 廃棄

監査室 会計
会計監査人による監査に関す
るもの

令和元年度　会計監査人 監査室 2019年度 2020年4月1日 10年 2029年度末 紙 事務室 監査室監査係 廃棄

監査室 人事
休暇簿等の給与簿に関するも
の

平成31年　休暇簿 監査室 2019年 2020年1月1日 3年 2022年末 紙 事務室 監査室監査係 廃棄

監査室 管理・運営 法人文書ファイル管理簿等 令和元年度　法人文書ファイル管理簿（監査室） 監査室 2019年度 2020年4月1日 30年 2049年度末
電子:共有サー
バー内

ＯＰＳ監査室 監査室監査係 廃棄

監査室 人事 勤務時間記録簿 令和元年度　勤務時間記録簿 監査室 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 監査室監査係 廃棄

監査室 会計
会計検査院等の検査及び監
査に関するもの

令和元年度　会計検査院文書綴 監査室 2019年度 2020年4月1日 10年 2029年度末 紙 事務室 監査室監査係 廃棄

監査室 会計 旅行命令簿 公務外出（旅行命令等含む）（令和元年度） 監査室 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 監査室監査係 廃棄

監査室 会計 物品購入依頼書 購入依頼書（令和元年度） 監査室 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 監査室監査係 廃棄

監査室 会計 監事監査に関するもの 令和元年度計画ヒアリング資料綴 監査室 2019年度 2020年4年1日 10年 2029年度末 紙 事務室 監査室監査係 廃棄

監査室 会計 監事協議会に関するもの 監事協議会東京支部会（令和元年度） 監査室 2019年度 2020年4年1日 5年 2024年度末 紙 事務室 監査室監査係 廃棄

監査室 会計 監事協議会に関するもの 監事協議会総会（令和元年度） 監査室 2019年度 2020年4年1日 5年 2024年度末 紙 事務室 監査室監査係 廃棄

監査室 会計 監事監査に関するもの 監事監査計画（令和元年度） 監査室 2019年度 2020年4年1日 10年 2029年度末 紙 事務室 監査室監査係 廃棄

監査室 会計 予算（追加）配分通知書 予算配分通知書（令和元年度） 監査室 2019年度 2020年4年1日 5年 2024年度末 紙 事務室 監査室監査係 廃棄

監査室 会計 内部監査に関するもの 令和２年度　内部監査 監査室 2020年度 2021年4月1日 10年 2030年度末 紙 事務室 監査室監査係 廃棄

監査室 会計
会計監査人による監査に関す
るもの

令和２年度　会計監査人候補関係 監査室 2020年度 2021年4月1日 10年 2030年度末 紙 事務室 監査室監査係 廃棄

監査室 会計
会計監査人による監査に関す
るもの

令和２年度　会計監査人 監査室 2020年度 2021年4月1日 10年 2030年度末 紙 事務室 監査室監査係 廃棄

監査室 人事
休暇簿等の給与簿に関するも
の

令和２年　休暇簿 監査室 2020年 2021年1月1日 3年 2023年末 紙 事務室 監査室監査係 廃棄

監査室 管理・運営 法人文書ファイル管理簿等 令和２年度　法人文書ファイル管理簿（監査室） 監査室 2020年度 2021年4月1日 30年 2050年度末
電子:共有サー
バー内

ＯＰＳ監査室 監査室監査係 廃棄

監査室 人事 勤務時間記録簿 令和２年度　勤務時間記録簿 監査室 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 監査室監査係 廃棄

監査室 会計
会計検査院等の検査及び監
査に関するもの

令和２年度　会計検査院文書綴 監査室 2020年度 2021年4月1日 10年 2030年度末 紙 事務室 監査室監査係 廃棄

監査室 会計 旅行命令簿 公務外出（旅行命令等含む）（令和２年度） 監査室 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 監査室監査係 廃棄

監査室 会計 物品購入依頼書 購入依頼書（令和２年度） 監査室 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 監査室監査係 廃棄

監査室 会計 監事協議会に関するもの 監事協議会東京支部会（令和２年度） 監査室 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 監査室監査係 廃棄

監査室 会計 監事監査に関するもの 監事監査計画（令和２年度） 監査室 2020年度 2021年4月1日 10年 2030年度末 紙 事務室 監査室監査係 廃棄

監査室 会計 予算（追加）配分通知書 予算配分通知書（令和２年度） 監査室 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 監査室監査係 廃棄

監査室 会計 内部監査に関するもの 令和３年度　内部監査 監査室 2021年度 2022年4月1日 10年 2030年度末 紙 事務室 監査室監査係 廃棄

監査室 会計
会計監査人による監査に関す
るもの

令和３年度　会計監査人候補関係 監査室 2021年度 2022年4月1日 10年 2031年度末 紙 事務室 監査室監査係 廃棄

監査室 会計
会計監査人による監査に関す
るもの

令和３年度　会計監査人 監査室 2021年度 2022年4月1日 10年 2031年度末 紙 事務室 監査室監査係 廃棄

監査室 人事
休暇簿等の給与簿に関するも
の

令和３年　休暇簿 監査室 2021年度 2022年4月1日 3年 2024年末 紙 事務室 監査室監査係 廃棄

監査室 管理・運営 法人文書ファイル管理簿等 令和３年度　法人文書ファイル管理簿（監査室） 監査室 2021年度 2022年4月1日 30年 2051年度末
電子:共有サー
バー内

ＯＰＳ監査室 監査室監査係 廃棄

監査室 人事 勤務時間記録簿 令和３年度　勤務時間記録簿 監査室 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 監査室監査係 廃棄

監査室 会計
会計検査院等の検査及び監
査に関するもの

令和３年度　会計検査院文書綴 監査室 2021年度 2022年4月1日 10年 2031年度末 紙 事務室 監査室監査係 廃棄

監査室 会計 旅行命令簿 公務外出（旅行命令等含む）（令和３年度） 監査室 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 監査室監査係 廃棄

監査室 会計 物品購入依頼書 購入依頼書（令和３年度） 監査室 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 監査室監査係 廃棄

監査室 会計 監事協議会に関するもの 監事協議会東京支部会（令和３年度） 監査室 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 監査室監査係 廃棄

監査室 会計 監事監査に関するもの 監事監査計画（令和３年度） 監査室 2021年度 2022年4月1日 10年 2031年度末 紙 事務室 監査室監査係 廃棄

監査室 会計 予算（追加）配分通知書 予算配分通知書（令和３年度） 監査室 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 監査室監査係 廃棄
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