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大分類 中分類
2012 総合戦略企画室 諸会議 放送大学30周年記念関係 放送大学３０周年記念企画検討会 総合戦略企画室長 2013/4/1 無期限 紙 総合戦略企画室 総合戦略企画室長 企画係 廃棄
2012 総合戦略企画室 諸会議 放送大学30周年記念関係 放送大学３０年史編纂委員会 総合戦略企画室長 2013/4/1 無期限 紙 総合戦略企画室 総合戦略企画室長 企画係 廃棄
1992 総合戦略企画室 諸会議 三者協議会 三者協議会１－１ 総務部総務課長 1993/4/1 30年 2023/3/31 紙 総合戦略企画室 総合戦略企画室長 企画係 廃棄
2003 総合戦略企画室 諸会議 常勤理事会 常勤理事会（H15.10～） 総務部総務課長 2004/4/1 30年 2034/3/31 紙 総合戦略企画室 総合戦略企画室長 調整係 廃棄
2004 総合戦略企画室 諸会議 常勤理事会 平成１６年度常勤理事会 総務部総務課長 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 総合戦略企画室 総合戦略企画室長 調整係 廃棄
2005 総合戦略企画室 諸会議 常勤理事会 平成１７年度常勤理事会 総務部総務課長 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 総合戦略企画室 総合戦略企画室長 調整係 廃棄
2006 総合戦略企画室 諸会議 常勤理事会 平成１８年度常勤理事会 総務部総務課長 2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 総合戦略企画室 総合戦略企画室長 調整係 廃棄
2007 総合戦略企画室 諸会議 常勤理事会 平成１９年度常勤理事会 総務部総務企画課長 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 総合戦略企画室 総合戦略企画室長 調整係 廃棄
2008 総合戦略企画室 諸会議 常勤理事会 平成２０年度常勤理事会 総務部総務企画課長 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 総合戦略企画室 総合戦略企画室長 調整係 廃棄
2009 総合戦略企画室 諸会議 常勤理事会 平成２１年度常勤理事会 総合戦略企画室長 2010/4/1 30年 2040/3/31 紙 総合戦略企画室 総合戦略企画室長 調整係 廃棄
2010 総合戦略企画室 諸会議 常勤理事会 平成２２年度常勤理事会 総合戦略企画室長 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙 総合戦略企画室 総合戦略企画室長 調整係 廃棄
2011 総合戦略企画室 諸会議 常勤理事会 平成２３年度常勤理事会 総合戦略企画室長 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 総合戦略企画室 総合戦略企画室長 調整係 廃棄
2012 総合戦略企画室 諸会議 常勤理事会 平成２４年度常勤理事会 総合戦略企画室長 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 総合戦略企画室 総合戦略企画室長 調整係 廃棄
2013 総合戦略企画室 諸会議 常勤理事会 平成２５年度常勤理事会 総合戦略企画室長 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 総合戦略企画室 総合戦略企画室長 調整係 廃棄
2014 総合戦略企画室 諸会議 常勤理事会 平成２６年度常勤理事会 総合戦略企画室長 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 総合戦略企画室 総合戦略企画室長 調整係 廃棄
2015 総合戦略企画室 諸会議 常勤理事会 平成２７年度常勤理事会 総合戦略企画室長 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 総合戦略企画室 総合戦略企画室長 調整係 廃棄
2016 総合戦略企画室 諸会議 常勤理事会 平成２８年度常勤理事会 総合戦略企画室長 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 総合戦略企画室 総合戦略企画室長 調整係 廃棄
2017 総合戦略企画室 諸会議 常勤理事会 平成２９年度常勤理事会 総合戦略企画室長 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 総合戦略企画室 総合戦略企画室長 調整係 廃棄
2018 総合戦略企画室 諸会議 常勤理事会 平成３０年度常勤理事会 総合戦略企画室長 2019/4/1 30年 2049/3/31 紙 総合戦略企画室 総合戦略企画室長 調整係 廃棄
2019 総合戦略企画室 諸会議 常勤理事会 2019年度常勤理事会 総合戦略企画室長 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 総合戦略企画室 総合戦略企画室長 調整係 廃棄
2010 総合戦略企画室 諸会議 自己点検・評価委員会 平成２０～２２年度自己点検・評価委員会 総合戦略企画室長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 総合戦略企画室 総合戦略企画室長 評価分析係 廃棄
2011 総合戦略企画室 諸会議 自己点検・評価委員会 平成２３年度自己点検・評価委員会【No.1】 総合戦略企画室長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 総合戦略企画室 総合戦略企画室長 評価分析係 廃棄
2011 総合戦略企画室 諸会議 自己点検・評価委員会 平成２３年度自己点検・評価委員会【No.2】 総合戦略企画室長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 総合戦略企画室 総合戦略企画室長 評価分析係 廃棄
2012 総合戦略企画室 諸会議 自己点検・評価委員会 平成２４年度自己点検・評価委員会 総合戦略企画室長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 総合戦略企画室 総合戦略企画室長 評価分析係 廃棄
2013 総合戦略企画室 諸会議 自己点検・評価委員会 平成２５年度自己点検・評価委員会【第１回】 総合戦略企画室長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 総合戦略企画室 総合戦略企画室長 評価分析係 廃棄
2013 総合戦略企画室 諸会議 自己点検・評価委員会 平成２５年度自己点検・評価委員会【第２・３回】 総合戦略企画室長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 総合戦略企画室 総合戦略企画室長 評価分析係 廃棄
2014 総合戦略企画室 諸会議 自己点検・評価委員会 平成２６年度自己点検・評価委員会 総合戦略企画室長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 総合戦略企画室 総合戦略企画室長 評価分析係 廃棄
2015 総合戦略企画室 諸会議 自己点検・評価委員会 平成２７年度自己点検・評価委員会 総合戦略企画室長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 総合戦略企画室 総合戦略企画室長 評価分析係 廃棄
2017 総合戦略企画室 諸会議 自己点検・評価委員会 平成２９年度自己点検・評価委員会 総合戦略企画室長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 総合戦略企画室 総合戦略企画室長 評価分析係 廃棄
2018 総合戦略企画室 諸会議 自己点検・評価委員会 平成３０年度自己点検・評価委員会 総合戦略企画室長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 総合戦略企画室 総合戦略企画室長 評価分析係 廃棄
2019 総合戦略企画室 諸会議 自己点検・評価委員会 2019年度自己点検・評価委員会 総合戦略企画室長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 総合戦略企画室 総合戦略企画室長 評価分析係 廃棄
2011 総合戦略企画室 諸会議 評価委員会 平成２１～２３年度評価委員会 総合戦略企画室長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 総合戦略企画室 総合戦略企画室長 評価分析係 廃棄
2012 総合戦略企画室 諸会議 評価委員会 平成２４年度評価委員会 総合戦略企画室長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 総合戦略企画室 総合戦略企画室長 評価分析係 廃棄
2013 総合戦略企画室 諸会議 評価委員会 平成２５年度評価委員会 総合戦略企画室長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 総合戦略企画室 総合戦略企画室長 評価分析係 廃棄
2013 総合戦略企画室 諸会議 評価委員会 平成２５年度評価委員会選任関係 総合戦略企画室長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 総合戦略企画室 総合戦略企画室長 評価分析係 廃棄
2014 総合戦略企画室 諸会議 評価委員会 平成２６年度評価委員会 総合戦略企画室長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 総合戦略企画室 総合戦略企画室長 評価分析係 廃棄
2015 総合戦略企画室 諸会議 評価委員会 平成２７年度評価委員会 総合戦略企画室長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 総合戦略企画室 総合戦略企画室長 評価分析係 廃棄
2016 総合戦略企画室 諸会議 評価委員会 平成２８年度評価委員会 総合戦略企画室長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 総合戦略企画室 総合戦略企画室長 評価分析係 廃棄
2017 総合戦略企画室 諸会議 評価委員会 平成２９年度評価委員会 総合戦略企画室長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 総合戦略企画室 総合戦略企画室長 評価分析係 廃棄
2018 総合戦略企画室 諸会議 評価委員会 平成３０年度評価委員会 総合戦略企画室長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 総合戦略企画室 総合戦略企画室長 評価分析係 廃棄
2019 総合戦略企画室 諸会議 評価委員会 2019年度評価委員会 総合戦略企画室長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 総合戦略企画室 総合戦略企画室長 評価分析係 廃棄
2010 総合戦略企画室 諸会議 業務運営計画・評価委員会 平成２２年度業務運営計画・評価委員会 総合戦略企画室長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 総合戦略企画室 総合戦略企画室長 評価分析係 廃棄
2011 総合戦略企画室 諸会議 業務運営計画・評価委員会 平成２３年度業務運営計画・評価委員会 総合戦略企画室長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 総合戦略企画室 総合戦略企画室長 評価分析係 廃棄
2012 総合戦略企画室 諸会議 業務運営計画・評価委員会 平成２４年度業務運営計画・評価委員会 総合戦略企画室長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 総合戦略企画室 総合戦略企画室長 評価分析係 廃棄
2013 総合戦略企画室 諸会議 業務運営計画・評価委員会 平成２５年度業務運営計画・評価委員会 総合戦略企画室長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 総合戦略企画室 総合戦略企画室長 評価分析係 廃棄
2014 総合戦略企画室 諸会議 業務運営計画・評価委員会 平成２６年度業務運営計画・評価委員会 総合戦略企画室長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 総合戦略企画室 総合戦略企画室長 評価分析係 廃棄
2015 総合戦略企画室 諸会議 業務運営計画・評価委員会 平成２７年度業務運営計画・評価委員会 総合戦略企画室長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 総合戦略企画室 総合戦略企画室長 評価分析係 廃棄
2016 総合戦略企画室 諸会議 業務運営計画・評価委員会 平成２８年度業務運営計画・評価委員会 総合戦略企画室長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 総合戦略企画室 総合戦略企画室長 評価分析係 廃棄
2017 総合戦略企画室 諸会議 業務運営計画・評価委員会 平成２９年度業務運営計画・評価委員会 総合戦略企画室長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 総合戦略企画室 総合戦略企画室長 評価分析係 廃棄
2018 総合戦略企画室 諸会議 業務運営計画・評価委員会 平成３０年度業務運営計画・評価委員会 総合戦略企画室長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 総合戦略企画室 総合戦略企画室長 評価分析係 廃棄
2019 総合戦略企画室 諸会議 業務運営計画・評価委員会 平成３1年度業務運営計画・評価委員会 総合戦略企画室長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 総合戦略企画室 総合戦略企画室長 評価分析係 廃棄
2017 総合戦略企画室 諸会議 広報・学生確保対策本部 平成29年度広報戦略本部会議/広報・学生確保対策本部 総合戦略企画室長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 総合戦略企画室 総合戦略企画室長 調整係 廃棄
2018 総合戦略企画室 諸会議 広報・学生確保対策本部 平成30年度広報戦略本部会議/広報・学生確保対策本部 総合戦略企画室長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 総合戦略企画室 総合戦略企画室長 調整係 廃棄
2018 総合戦略企画室 諸会議 学習教育戦略研究所運営委員会 平成３０年度学習教育戦略研究所運営委員会 総合戦略企画室長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 総合戦略企画室 総合戦略企画室長 企画係 廃棄
2019 総合戦略企画室 諸会議 学習教育戦略研究所運営委員会 2019年度学習教育戦略研究所運営委員会 総合戦略企画室長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 総合戦略企画室 総合戦略企画室長 企画係 廃棄
2018 総合戦略企画室 諸会議 リメディアル教育委員会 平成３０年度リメディアル教育委員会 総合戦略企画室長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 総合戦略企画室 総合戦略企画室長 調整係 廃棄
2019 総合戦略企画室 諸会議 リメディアル教育委員会 2019年度リメディアル教育委員会 総合戦略企画室長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 総合戦略企画室 総合戦略企画室長 調整係 廃棄
2017 総合戦略企画室 諸会議 運営会議 平成２９年度運営会議 総合戦略企画室長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 総合戦略企画室 総合戦略企画室長 調整係 廃棄
2018 総合戦略企画室 諸会議 運営会議 平成３０年度運営会議 総合戦略企画室長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 総合戦略企画室 総合戦略企画室長 調整係 廃棄
2019 総合戦略企画室 諸会議 運営会議 2019年度運営会議 総合戦略企画室長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 総合戦略企画室 総合戦略企画室長 調整係 廃棄
2016 総合戦略企画室 諸会議 学習センターの中長期的な在り方に関するＷＧ 今後の学習センターの中長期的な在り方に関するＷＧ 総合戦略企画室長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 総合戦略企画室 総合戦略企画室長 企画係 廃棄
2017 総合戦略企画室 諸会議 図書業務の在り方検討委員会 学習センター及び本部における図書業務等の在り方に関する検討委員会 総合戦略企画室長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 総合戦略企画室 総合戦略企画室長 企画係 廃棄
2018 総合戦略企画室 諸会議 単位互換の一層の推進に向けた方策の検討タスクフォース 単位互換の一層の推進に向けた方策の検討タスクフォース 総合戦略企画室長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 総合戦略企画室 総合戦略企画室長 企画係 廃棄

備考

法　人　文　書　フ　ァ　イ　ル　管　理　簿
作成・取得年度等

文書分類
小分類 法人文書ファイル名 作成・取得者 起算日 保存期間

保存期間満了
時期

媒体の種別 保存場所 管理者 管理担当係等
保存期間満了時の

措置結果
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大分類 中分類
備考作成・取得年度等

文書分類
小分類 法人文書ファイル名 作成・取得者 起算日 保存期間

保存期間満了
時期

媒体の種別 保存場所 管理者 管理担当係等
保存期間満了時の

措置結果
2018 総合戦略企画室 諸会議 新しい履修証明制度の導入に向けた検討タスクフォース 新しい履修証明制度の導入に向けた検討タスクフォース 総合戦略企画室長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 総合戦略企画室 総合戦略企画室長 企画係 廃棄
2013 総合戦略企画室 庶務 放送大学30周年記念関係 放送大学３０周年記念行事 総合戦略企画室長 2014/4/1 無期限 紙 総合戦略企画室 総合戦略企画室長 企画係 廃棄
2013 総合戦略企画室 庶務 放送大学30周年記念関係 放送大学３０年史関係 総合戦略企画室長 2014/4/1 無期限 紙 総合戦略企画室 総合戦略企画室長 企画係 廃棄
2008 総合戦略企画室 庶務 アニュアルレビュー アニュアルレビュー２００８ 総合戦略企画室長 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 総合戦略企画室 総合戦略企画室長 評価分析係 廃棄
2009 総合戦略企画室 庶務 アニュアルレビュー アニュアルレビュー２００９　英語版 総合戦略企画室長 2010/4/1 30年 2040/3/31 紙 総合戦略企画室 総合戦略企画室長 評価分析係 廃棄
2004 総合戦略企画室 庶務 事業計画 平成16年度業務運営計画　項目別資料　*旧アクションプラン 総合戦略企画室長 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 総合戦略企画室 総合戦略企画室長 評価分析係 廃棄
2004 総合戦略企画室 庶務 事業計画 平成16年度放送大学学園の業務運営計画　アクションプラン 総合戦略企画室長 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 総合戦略企画室 総合戦略企画室長 評価分析係 廃棄
2004 総合戦略企画室 庶務 事業計画 平成１５・１６年度アクション・プラン 総合戦略企画室長 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 総合戦略企画室 総合戦略企画室長 評価分析係 廃棄
2008 総合戦略企画室 庶務 事業計画 平成20年度 アクション・プラン2008 総合戦略企画室長 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 総合戦略企画室 総合戦略企画室長 評価分析係 廃棄
2008 総合戦略企画室 庶務 事業計画 アクション・プラン２００８審議の経過 総合戦略企画室長 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 総合戦略企画室 総合戦略企画室長 評価分析係 廃棄
2010 総合戦略企画室 庶務 事業計画 アクション・プラン２０１０ 総合戦略企画室長 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙 総合戦略企画室 総合戦略企画室長 評価分析係 廃棄
2011 総合戦略企画室 庶務 事業計画 平成２３年度アクション・プラン２０１２【H23】No.1 総合戦略企画室長 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 総合戦略企画室 総合戦略企画室長 評価分析係 廃棄
2012 総合戦略企画室 庶務 事業計画 平成２３～２４年度アクション・プラン２０１２【H23～24】No.2 総合戦略企画室長 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 総合戦略企画室 総合戦略企画室長 評価分析係 廃棄
2012 総合戦略企画室 庶務 事業計画 平成２４年度アクション・プラン２０１２【H24】No.3 総合戦略企画室長 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 総合戦略企画室 総合戦略企画室長 評価分析係 廃棄
2012 総合戦略企画室 庶務 事業計画 アクション・プラン２０１２フォローアップ 総合戦略企画室長 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 総合戦略企画室 総合戦略企画室長 評価分析係 廃棄
2017 総合戦略企画室 庶務 事業計画 ビジョン’１７ 総合戦略企画室長 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 総合戦略企画室 総合戦略企画室長 企画係 廃棄
2007 総合戦略企画室 庶務 事業計画 平成２０会計年度事業計画 総務部総務企画課長 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 総合戦略企画室 総合戦略企画室長 調整係 廃棄
2008 総合戦略企画室 庶務 事業計画 平成２１会計年度事業計画 総務部総務企画課長 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 総合戦略企画室 総合戦略企画室長 調整係 廃棄
2009 総合戦略企画室 庶務 事業計画 平成２２会計年度事業計画 総合戦略企画室長 2010/4/1 30年 2040/3/31 紙 総合戦略企画室 総合戦略企画室長 調整係 廃棄
2010 総合戦略企画室 庶務 事業計画 平成２３会計年度事業計画 総合戦略企画室長 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙 総合戦略企画室 総合戦略企画室長 調整係 廃棄
2011 総合戦略企画室 庶務 事業計画 平成２４会計年度事業計画 総合戦略企画室長 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 総合戦略企画室 総合戦略企画室長 調整係 廃棄
2012 総合戦略企画室 庶務 事業計画 平成２５会計年度事業計画 総合戦略企画室長 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 総合戦略企画室 総合戦略企画室長 調整係 廃棄
2013 総合戦略企画室 庶務 事業計画 平成２６会計年度事業計画 総合戦略企画室長 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 総合戦略企画室 総合戦略企画室長 調整係 廃棄
2014 総合戦略企画室 庶務 事業計画 平成２７会計年度事業計画 総合戦略企画室長 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 総合戦略企画室 総合戦略企画室長 調整係 廃棄
2015 総合戦略企画室 庶務 事業計画 平成２８会計年度事業計画 総合戦略企画室長 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 総合戦略企画室 総合戦略企画室長 調整係 廃棄
2016 総合戦略企画室 庶務 事業計画 平成２９会計年度事業計画 総合戦略企画室長 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 総合戦略企画室 総合戦略企画室長 調整係 廃棄
2017 総合戦略企画室 庶務 事業計画 平成３０会計年度事業計画 総合戦略企画室長 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 総合戦略企画室 総合戦略企画室長 調整係 廃棄
2018 総合戦略企画室 庶務 事業計画 平成３１会計年度事業計画 総合戦略企画室長 2019/4/1 30年 2049/3/31 紙 総合戦略企画室 総合戦略企画室長 調整係 廃棄
2019 総合戦略企画室 庶務 事業計画 令和２会計年度事業計画 総合戦略企画室長 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 総合戦略企画室 総合戦略企画室長 調整係 廃棄
1993 総合戦略企画室 庶務 NIME事業の移管（教員組織の改編） 教員組織の改編① 総務部総務課長 1994/4/1 30年 2024/3/31 紙 総合戦略企画室 総合戦略企画室長 企画係 廃棄
1993 総合戦略企画室 庶務 NIME事業の移管（教員組織の改編） 教員組織の改編② 総務部総務課長 1994/4/1 30年 2024/3/31 紙 総合戦略企画室 総合戦略企画室長 企画係 廃棄
1994 総合戦略企画室 庶務 行政改革 行革関連（特殊法人調査等含む） 総務部総務課長 1995/4/1 30年 2025/3/31 紙 総合戦略企画室 総合戦略企画室長 企画係 廃棄
1994 総合戦略企画室 庶務 行政改革 行革関連（特殊法人調査等含む）（Ｈ６．１０～） 総務部総務課長 1995/4/1 30年 2025/3/31 紙 総合戦略企画室 総合戦略企画室長 企画係 廃棄
1991 総合戦略企画室 庶務 行政改革 行革大綱 総務部総務課長 1992/4/1 30年 2022/3/31 紙 総合戦略企画室 総合戦略企画室長 企画係 廃棄
1997 総合戦略企画室 庶務 行政改革 行財政改革関係 総務部総務課長 1998/4/1 30年 2028/3/31 紙 総合戦略企画室 総合戦略企画室長 企画係 廃棄
1994 総合戦略企画室 庶務 行政改革 行政改革関係 総務部総務課長 1995/4/1 30年 2025/3/31 紙 総合戦略企画室 総合戦略企画室長 企画係 廃棄
1994 総合戦略企画室 庶務 行政改革 財務諸表の早期公開等 総務部総務課長 1995/4/1 30年 2025/3/31 紙 総合戦略企画室 総合戦略企画室長 企画係 廃棄
1996 総合戦略企画室 庶務 行政改革 財務内容の公開に関する法改正 総務部総務課長 1997/4/1 30年 2027/3/31 紙 総合戦略企画室 総合戦略企画室長 企画係 廃棄
1996 総合戦略企画室 庶務 行政改革 自民党行政改革推進本部特殊法人実態調査 総務部総務課長 1997/4/1 30年 2027/3/31 紙 総合戦略企画室 総合戦略企画室長 企画係 廃棄
1999 総合戦略企画室 庶務 行政監察 総務庁行政監察局ヒアリング（Ｈ１２．２．１６） 総務部総務課長 2000/4/1 30年 2030/3/31 紙 総合戦略企画室 総合戦略企画室長 企画係 廃棄
1996 総合戦略企画室 庶務 行政監察 総務庁行政監察等Ｎｏ．１（Ｈ８．４～Ｈ８．６） 総務部総務課長 1997/4/1 30年 2027/3/31 紙 総合戦略企画室 総合戦略企画室長 企画係 廃棄
1996 総合戦略企画室 庶務 行政監察 総務庁行政監察等Ｎｏ．２（Ｈ８．７～Ｈ８．７） 総務部総務課長 1997/4/1 30年 2027/3/31 紙 総合戦略企画室 総合戦略企画室長 企画係 廃棄
1996 総合戦略企画室 庶務 行政監察 総務庁行政監察等Ｎｏ．３（Ｈ８．９～） 総務部総務課長 1997/4/1 30年 2027/3/31 紙 総合戦略企画室 総合戦略企画室長 企画係 廃棄
1996 総合戦略企画室 庶務 行政監察 総務庁行政監察等Ｎｏ．４（Ｈ８．１０～） 総務部総務課長 1997/4/1 30年 2027/3/31 紙 総合戦略企画室 総合戦略企画室長 企画係 廃棄
1996 総合戦略企画室 庶務 行政監察 総務庁行政監察等Ｎｏ．５（Ｈ８．１２～） 総務部総務課長 1997/4/1 30年 2027/3/31 紙 総合戦略企画室 総合戦略企画室長 企画係 廃棄
1992 総合戦略企画室 庶務 特殊法人改革 第三次・行革審・行革大綱 総務部総務課長 1993/4/1 30年 2023/3/31 紙 総合戦略企画室 総合戦略企画室長 企画係 廃棄
1996 総合戦略企画室 庶務 特殊法人改革 特殊法人の整理合理化ディスクロージャー 総務部総務課長 1997/4/1 30年 2027/3/31 紙 総合戦略企画室 総合戦略企画室長 企画係 廃棄
1995 総合戦略企画室 庶務 特殊法人改革 特殊法人の整理合理化フォローアップ 総務部総務課長 1996/4/1 30年 2026/3/31 紙 総合戦略企画室 総合戦略企画室長 企画係 廃棄
1995 総合戦略企画室 庶務 特殊法人改革 特殊法人の整理合理化等整理表 総務部総務課長 1996/4/1 30年 2026/3/31 紙 総合戦略企画室 総合戦略企画室長 企画係 廃棄
2000 総合戦略企画室 庶務 特殊法人改革 特殊法人改革 総務部総務課長 2001/4/1 30年 2031/3/31 紙 総合戦略企画室 総合戦略企画室長 企画係 廃棄
1998 総合戦略企画室 庶務 特殊法人改革 特殊法人情報公開検討委員会 総務部総務課長 1999/4/1 30年 2029/3/31 紙 総合戦略企画室 総合戦略企画室長 企画係 廃棄
1993 総合戦略企画室 庶務 特殊法人改革 特殊法人台帳２ 総務部総務課長 1994/4/1 30年 2024/3/31 紙 総合戦略企画室 総合戦略企画室長 企画係 廃棄
1995 総合戦略企画室 庶務 特殊法人改革 特殊法人調査総務庁行政監察局 総務部総務課長 1996/4/1 30年 2026/3/31 紙 総合戦略企画室 総合戦略企画室長 企画係 廃棄
2002 総合戦略企画室 庶務 特別な学校法人推進会議 特別な学校法人化推進会議 総務部総務課長 2003/4/1 30年 2033/3/31 紙 総合戦略企画室 総合戦略企画室長 企画係 廃棄
2003 総合戦略企画室 庶務 特別な学校法人推進会議 特別な学校法人化推進会議２ 総務部総務課長 2004/4/1 30年 2034/3/31 紙 総合戦略企画室 総合戦略企画室長 企画係 廃棄
2003 総合戦略企画室 庶務 特別な学校法人推進会議 特別な学校法人化推進会議３ 総務部総務課長 2004/4/1 30年 2034/3/31 紙 総合戦略企画室 総合戦略企画室長 企画係 廃棄
2000 総合戦略企画室 庶務 放送大学学園法の一部改正 独立行政法人化 総務部総務課長 2001/4/1 30年 2031/3/31 紙 総合戦略企画室 総合戦略企画室長 企画係 廃棄
1996 総合戦略企画室 庶務 放送大学学園法の一部改正 放送大学学園法の一部改正について 総務部総務課長 1997/4/1 30年 2027/3/31 紙 総合戦略企画室 総合戦略企画室長 企画係 廃棄
1996 総合戦略企画室 庶務 放送大学学園法の一部改正 放送大学学園法の一部改正について 総務部総務課長 1997/4/1 30年 2027/3/31 紙 総合戦略企画室 総合戦略企画室長 企画係 廃棄
1996 総合戦略企画室 庶務 放送教育開発センターの改組について 放送教育開発センターの改組について 総務部総務課長 1997/4/1 30年 2027/3/31 紙 総合戦略企画室 総合戦略企画室長 企画係 廃棄
1992 総合戦略企画室 庶務 放送教育開発センター改組構想 放送教育開発センター改組構想 総務部総務課長 1993/4/1 30年 2023/3/31 紙 総合戦略企画室 総合戦略企画室長 企画係 廃棄
1990 総合戦略企画室 庶務 放送大学学園の事業の見直しについて 放送大学学園の事業の見直しについて 総務部総務課長 1991/4/1 30年 2021/3/31 紙 総合戦略企画室 総合戦略企画室長 企画係 廃棄
2001 総合戦略企画室 庶務 放送大学学園の組織形態の変更に関する省内検討会メディア教育開発センターとの打合せ 放送大学学園の組織形態の変更に関する省内検討会メディア教育開発センターとの打合せ 総務部総務課長 2002/4/1 30年 2032/3/31 紙 総合戦略企画室 総合戦略企画室長 企画係 廃棄
2010 総合戦略企画室 庶務 認証評価 認証評価②（平成２２年度） 総合戦略企画室長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 総合戦略企画室 総合戦略企画室長 評価分析係 廃棄
2011 総合戦略企画室 庶務 認証評価 認証評価③（平成２２・２３年度） 総合戦略企画室長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 総合戦略企画室 総合戦略企画室長 評価分析係 廃棄
2011 総合戦略企画室 庶務 認証評価 平成２２・２３年度認証評価 総合戦略企画室長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 総合戦略企画室 総合戦略企画室長 評価分析係 廃棄
2012 総合戦略企画室 庶務 認証評価 平成２４年度 認証評価フォローアップ 総合戦略企画室長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 総合戦略企画室 総合戦略企画室長 評価分析係 廃棄
2014 総合戦略企画室 庶務 認証評価 H26 大学機関別認証評価説明会 総合戦略企画室長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 総合戦略企画室 総合戦略企画室長 評価分析係 廃棄
2016 総合戦略企画室 庶務 認証評価 平成２８年度認証評価① 総合戦略企画室長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 総合戦略企画室 総合戦略企画室長 評価分析係 廃棄
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措置結果
2016 総合戦略企画室 庶務 認証評価 平成２８年度認証評価② 総合戦略企画室長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 総合戦略企画室 総合戦略企画室長 評価分析係 廃棄
2017 総合戦略企画室 庶務 認証評価 平成２９年度認証評価 総合戦略企画室長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 総合戦略企画室 総合戦略企画室長 評価分析係 廃棄
2016 総合戦略企画室 庶務 教員評価 平成２８年度教員評価 総合戦略企画室長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 総合戦略企画室 総合戦略企画室長 評価分析係 廃棄
2017 総合戦略企画室 庶務 教員評価 平成２９年度教員評価 総合戦略企画室長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 総合戦略企画室 総合戦略企画室長 評価分析係 廃棄
2018 総合戦略企画室 庶務 教員評価 平成３０年度教員評価 総合戦略企画室長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 総合戦略企画室 総合戦略企画室長 評価分析係 廃棄
2019 総合戦略企画室 庶務 教員評価 平成３1年度教員評価 総合戦略企画室長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 総合戦略企画室 総合戦略企画室長 評価分析係 廃棄
2013 総合戦略企画室 庶務 旅行命令（依頼）伺等 平成２４・２５年度旧ＩＣＴ外勤交通費 総合戦略企画室長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 総合戦略企画室 総合戦略企画室長 評価分析係 廃棄
2010 総合戦略企画室 庶務 旅行命令（依頼）伺等 外勤交通費・旅行命令伺・旅費精算請求書　平成22年度 総合戦略企画室長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 総合戦略企画室 総合戦略企画室長 調整係 廃棄
2011 総合戦略企画室 庶務 旅行命令（依頼）伺等 外勤交通費・旅行命令伺・旅費精算請求書　平成23年度 総合戦略企画室長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 総合戦略企画室 総合戦略企画室長 調整係 廃棄
2012 総合戦略企画室 庶務 旅行命令（依頼）伺等 外勤交通費・旅行命令伺・旅費精算請求書　平成24年度 総合戦略企画室長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 総合戦略企画室 総合戦略企画室長 調整係 廃棄
2013 総合戦略企画室 庶務 旅行命令（依頼）伺等 外勤交通費・旅行命令伺・旅費精算請求書　平成25年度 総合戦略企画室長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 総合戦略企画室 総合戦略企画室長 調整係 廃棄
2014 総合戦略企画室 庶務 旅行命令（依頼）伺等 外勤交通費・旅行命令伺・旅費精算請求書　平成26年度 総合戦略企画室長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 総合戦略企画室 総合戦略企画室長 調整係 廃棄
2015 総合戦略企画室 庶務 旅行命令（依頼）伺等 外勤交通費・旅行命令伺・旅費精算請求書　平成27年度 総合戦略企画室長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 総合戦略企画室 総合戦略企画室長 調整係 廃棄
2016 総合戦略企画室 庶務 旅行命令（依頼）伺等 旅行命令伺・旅費精算請求書　平成28年度 総合戦略企画室長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 総合戦略企画室 総合戦略企画室長 調整係 廃棄
2017 総合戦略企画室 庶務 旅行命令（依頼）伺等 旅行命令伺・旅費精算請求書　平成29年度 総合戦略企画室長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 総合戦略企画室 総合戦略企画室長 調整係 廃棄
2018 総合戦略企画室 庶務 旅行命令（依頼）伺等 旅行命令伺・旅費精算請求書　平成30年度 総合戦略企画室長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 総合戦略企画室 総合戦略企画室長 調整係 廃棄
2019 総合戦略企画室 庶務 旅行命令（依頼）伺等 旅行命令伺・旅費精算請求書　2019年度 総合戦略企画室長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 総合戦略企画室 総合戦略企画室長 調整係 廃棄
2019 総合戦略企画室 庶務 特定公益増進法人であることの証明書 特定公益増進法人であることの証明書（申請書） 総合戦略企画室長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 総合戦略企画室 総合戦略企画室長 企画係 廃棄
2010 総合戦略企画室 庶務 文部科学省からの照会 文科省からの照会（22年度） 総合戦略企画室長 2011/4/1 10年 2021/3/31 電子媒体（共有サーバー内） 総合戦略企画室共有フォルダ 総合戦略企画室長 調整係 廃棄
2019 総合戦略企画室 庶務 文部科学省からの照会 文科省からの照会（平成29年度～平成30年度） 総合戦略企画室長 2019/4/1 10年 2029/3/31 電子媒体（共有サーバー内） 総合戦略企画室共有フォルダ 総合戦略企画室長 調整係 廃棄
2020 総合戦略企画室 庶務 文部科学省からの照会 文科省からの照会（2019年度） 総合戦略企画室長 2020/4/1 10年 2030/3/31 電子媒体（共有サーバー内） 総合戦略企画室共有フォルダ 総合戦略企画室長 調整係 廃棄
2010 総合戦略企画室 庶務 法令等通知 法令等通知（H22.8～H26.3） 総務部総務企画課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 総合戦略企画室 総合戦略企画室長 調整係 廃棄
2013 総合戦略企画室 庶務 法令等通知 法令等通知（H26.4～H27.3） 総合戦略企画室長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 総合戦略企画室 総合戦略企画室長 調整係 廃棄
2015 総合戦略企画室 庶務 法令等通知 法令等通知（H27.4～H28.3） 総合戦略企画室長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 総合戦略企画室 総合戦略企画室長 調整係 廃棄
2016 総合戦略企画室 庶務 法令等通知 法令等通知（H28.4～Ｈ29.3） 総合戦略企画室長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 総合戦略企画室 総合戦略企画室長 調整係 廃棄
2017 総合戦略企画室 庶務 法令等通知 法令等通知（Ｈ29.4～） 総合戦略企画室長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 総合戦略企画室 総合戦略企画室長 調整係 廃棄
2018 総合戦略企画室 庶務 法令等通知 法令等通知（H30.4～） 総合戦略企画室長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 総合戦略企画室 総合戦略企画室長 調整係 廃棄
2019 総合戦略企画室 庶務 法令等通知 法令等通知（H31.4～） 総合戦略企画室長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 総合戦略企画室 総合戦略企画室長 調整係 廃棄
2016 総合戦略企画室 庶務 外勤交通費 外勤交通費請求簿　平成28年度 総合戦略企画室長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 総合戦略企画室 総合戦略企画室長 調整係 廃棄
2017 総合戦略企画室 庶務 外勤交通費 外勤交通費請求簿　平成29年度 総合戦略企画室長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 総合戦略企画室 総合戦略企画室長 調整係 廃棄
2018 総合戦略企画室 庶務 外勤交通費 外勤交通費請求簿　平成30年度 総合戦略企画室長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 総合戦略企画室 総合戦略企画室長 調整係 廃棄
2019 総合戦略企画室 庶務 外勤交通費 外勤交通費請求簿　2019年度 総合戦略企画室長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 総合戦略企画室 総合戦略企画室長 調整係 廃棄
2017 総合戦略企画室 庶務 学習教育戦略研究所 学習教育戦略研究所 総合戦略企画室長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 総合戦略企画室 総合戦略企画室長 企画係 廃棄
2018 総合戦略企画室 庶務 学習教育戦略研究所 学習教育戦略研究所 総合戦略企画室長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 総合戦略企画室 総合戦略企画室長 企画係 廃棄
2019 総合戦略企画室 庶務 学習教育戦略研究所 学習教育戦略研究所 総合戦略企画室長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 総合戦略企画室 総合戦略企画室長 企画係 廃棄
2018 総合戦略企画室 庶務 キャリアアップ支援認証制度関係 キャリアアップ支援認証制度関係 総合戦略企画室長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 総合戦略企画室 総合戦略企画室長 企画係 廃棄
2019 総合戦略企画室 庶務 キャリアアップ支援認証制度関係 キャリアアップ支援認証制度関係 総合戦略企画室長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 総合戦略企画室 総合戦略企画室長 企画係 廃棄
2015 総合戦略企画室 調査統計 各種調査 平成２７年度各種調査 総合戦略企画室長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 総合戦略企画室 総合戦略企画室長 評価分析係 廃棄
2016 総合戦略企画室 調査統計 各種調査 平成２８年度各種調査 総合戦略企画室長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 総合戦略企画室 総合戦略企画室長 評価分析係 廃棄
2017 総合戦略企画室 調査統計 各種調査 平成２９年度各種調査 総合戦略企画室長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 総合戦略企画室 総合戦略企画室長 評価分析係 廃棄
2018 総合戦略企画室 調査統計 各種調査 平成３０年度各種調査 総合戦略企画室長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 総合戦略企画室 総合戦略企画室長 評価分析係 廃棄
2019 総合戦略企画室 調査統計 各種調査 平成３1年度各種調査 総合戦略企画室長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 総合戦略企画室 総合戦略企画室長 評価分析係 廃棄
2015 総合戦略企画室 調査統計 学校法人基礎調査 平成２７年度「学校法人基礎調査」 総合戦略企画室長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 総合戦略企画室 総合戦略企画室長 評価分析係 廃棄
2016 総合戦略企画室 調査統計 学校法人基礎調査 平成２８年度「学校法人基礎調査」 総合戦略企画室長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 総合戦略企画室 総合戦略企画室長 評価分析係 廃棄
2017 総合戦略企画室 調査統計 学校法人基礎調査 平成２９年度「学校法人基礎調査」 総合戦略企画室長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 総合戦略企画室 総合戦略企画室長 評価分析係 廃棄
2018 総合戦略企画室 調査統計 学校法人基礎調査 平成３０年度「学校法人基礎調査」 総合戦略企画室長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 総合戦略企画室 総合戦略企画室長 評価分析係 廃棄
2019 総合戦略企画室 調査統計 学校法人基礎調査 2019年度「学校法人基礎調査」 総合戦略企画室長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 総合戦略企画室 総合戦略企画室長 評価分析係 廃棄
2015 総合戦略企画室 調査統計 学校基本調査 平成２７年度「学校基本調査」 総合戦略企画室長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 総合戦略企画室 総合戦略企画室長 評価分析係 廃棄
2016 総合戦略企画室 調査統計 学校基本調査 平成２８年度「学校基本調査」 総合戦略企画室長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 総合戦略企画室 総合戦略企画室長 評価分析係 廃棄
2017 総合戦略企画室 調査統計 学校基本調査 平成２９年度「学校基本調査」 総合戦略企画室長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 総合戦略企画室 総合戦略企画室長 評価分析係 廃棄
2018 総合戦略企画室 調査統計 学校基本調査 平成３０年度「学校基本調査」 総合戦略企画室長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 総合戦略企画室 総合戦略企画室長 評価分析係 廃棄
2019 総合戦略企画室 調査統計 学校基本調査 2019年度「学校基本調査」 総合戦略企画室長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 総合戦略企画室 総合戦略企画室長 評価分析係 廃棄
2015 総合戦略企画室 会計 予算及び執行計画関係 平成28年度予算及び執行計画関係 総合戦略企画室長 2016/4/1 5年 2021/3/31 電子媒体（共有サーバー内） 総合戦略企画室共有フォルダ 総合戦略企画室長 調整係 廃棄
2016 総合戦略企画室 会計 予算及び執行計画関係 平成29年度予算及び執行計画関係 総合戦略企画室長 2017/4/1 5年 2022/3/31 電子媒体（共有サーバー内） 総合戦略企画室共有フォルダ 総合戦略企画室長 調整係 廃棄
2017 総合戦略企画室 会計 予算及び執行計画関係 平成30年度予算及び執行計画関係 総合戦略企画室長 2018/4/1 5年 2023/3/31 電子媒体（共有サーバー内） 総合戦略企画室共有フォルダ 総合戦略企画室長 調整係 廃棄
2018 総合戦略企画室 会計 予算及び執行計画関係 平成31年度予算及び執行計画関係 総合戦略企画室長 2019/4/1 5年 2024/3/31 電子媒体（共有サーバー内） 総合戦略企画室共有フォルダ 総合戦略企画室長 調整係 廃棄
2019 総合戦略企画室 会計 予算及び執行計画関係 令和２年度予算及び執行計画関係 総合戦略企画室長 2020/4/1 5年 2025/3/31 電子媒体（共有サーバー内） 総合戦略企画室共有フォルダ 総合戦略企画室長 調整係 廃棄
2015 総合戦略企画室 会計 契約実施手続関係 物品、物品修繕及び役務等請求票兼物品取得、修繕及び役務等伺書　平成27年度 総合戦略企画室長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 総合戦略企画室 総合戦略企画室長 調整係 廃棄
2016 総合戦略企画室 会計 契約実施手続関係 物品、物品修繕及び役務等請求票兼物品取得、修繕及び役務等伺書　平成28年度 総合戦略企画室長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 総合戦略企画室 総合戦略企画室長 調整係 廃棄
2017 総合戦略企画室 会計 契約実施手続関係 物品、物品修繕及び役務等請求票兼物品取得、修繕及び役務等伺書　平成29年度 総合戦略企画室長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 総合戦略企画室 総合戦略企画室長 調整係 廃棄
2018 総合戦略企画室 会計 契約実施手続関係 物品、物品修繕及び役務等請求票兼物品取得、修繕及び役務等伺書　平成30年度 総合戦略企画室長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 総合戦略企画室 総合戦略企画室長 調整係 廃棄
2019 総合戦略企画室 会計 契約実施手続関係 物品、物品修繕及び役務等請求票兼物品取得、修繕及び役務等伺書　平成31年度 総合戦略企画室長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 総合戦略企画室 総合戦略企画室長 調整係 廃棄
2018 総合戦略企画室 会計 契約実施手続関係 平成３０年度学習教育戦略研究所経費 総合戦略企画室長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 総合戦略企画室 総合戦略企画室長 企画係 廃棄
2017 総合戦略企画室 職員 時間外労働集計簿等 勤務時間報告書・時間外労働集計簿　平成29年度 総合戦略企画室長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 総合戦略企画室 総合戦略企画室長 調整係 廃棄
2018 総合戦略企画室 職員 時間外労働集計簿等 勤務時間報告書・時間外労働集計簿　平成30年度 総合戦略企画室長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 総合戦略企画室 総合戦略企画室長 調整係 廃棄
2019 総合戦略企画室 職員 時間外労働集計簿等 勤務時間報告書・時間外労働集計簿　2019年度 総合戦略企画室長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 総合戦略企画室 総合戦略企画室長 調整係 廃棄
2017 総合戦略企画室 職員 休暇簿 平成２９年度休暇簿 総合戦略企画室長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 総合戦略企画室 総合戦略企画室長 調整係 廃棄
2018 総合戦略企画室 職員 休暇簿 平成30年度休暇簿 総合戦略企画室長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 総合戦略企画室 総合戦略企画室長 調整係 廃棄
2019 総合戦略企画室 職員 休暇簿 2019年度休暇簿 総合戦略企画室長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 総合戦略企画室 総合戦略企画室長 調整係 廃棄
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措置結果
2017 総合戦略企画室 職員 出勤簿 平成２９年度出勤簿 総合戦略企画室長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 総合戦略企画室 総合戦略企画室長 調整係 廃棄
2018 総合戦略企画室 職員 出勤簿 平成３０年度出勤簿 総合戦略企画室長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 総合戦略企画室 総合戦略企画室長 調整係 廃棄
2019 総合戦略企画室 職員 出勤簿 2019年度出勤簿 総合戦略企画室長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 総合戦略企画室 総合戦略企画室長 調整係 廃棄
2003 総合戦略企画室 渉外 寄附行為認可申請 寄附行為認可書　施行規則・省令　原本 総務部総務課長 2004/4/1 30年 2034/3/31 紙 総合戦略企画室 総合戦略企画室長 企画係 廃棄
2004 総合戦略企画室 渉外 寄附行為認可申請 寄附行為認可申請（平成15年9月） 総務部総務課長 2004/4/1 30年 2034/3/31 紙 総合戦略企画室 総合戦略企画室長 企画係 廃棄
2004 総合戦略企画室 渉外 寄附行為認可申請 寄附行為変更認可申請（平成１６年度） 総務部総務課長 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 総合戦略企画室 総合戦略企画室長 企画係 廃棄
2008 総合戦略企画室 渉外 寄附行為認可申請 寄附行為変更認可申請（平成21年3月24日） 総務部総務企画課長 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 総合戦略企画室 総合戦略企画室長 企画係 廃棄
2011 総合戦略企画室 渉外 寄附行為認可申請 寄附行為変更認可申請（平成23年6月30日） 総合戦略企画室長 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 総合戦略企画室 総合戦略企画室長 企画係 廃棄
2012 総合戦略企画室 渉外 寄附行為認可申請 寄附行為変更認可申請（平成24年10月15日） 総合戦略企画室長 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 総合戦略企画室 総合戦略企画室長 企画係 廃棄
2014 総合戦略企画室 渉外 寄附行為認可申請 寄附行為変更認可申請（平成26年6月15日） 総合戦略企画室長 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 総合戦略企画室 総合戦略企画室長 企画係 廃棄
2017 総合戦略企画室 渉外 寄附行為認可申請 寄附行為変更認可申請（平成29年度） 総合戦略企画室長 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 総合戦略企画室 総合戦略企画室長 企画係 廃棄
2019 総合戦略企画室 渉外 寄附行為認可申請 寄附行為変更認可申請（2020年3月25日） 総合戦略企画室長 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 総合戦略企画室 総合戦略企画室長 企画係 廃棄
2003 総合戦略企画室 渉外 寄附行為認可申請 放送大学学園寄附行為許可申請書 総務部総務課長 2004/4/1 30年 2034/3/31 紙 総合戦略企画室 総合戦略企画室長 企画係 廃棄
2012 総合戦略企画室 渉外 商標登録 商標登録関係（2012年度） 総合戦略企画室長 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 総合戦略企画室 総合戦略企画室長 企画係 廃棄
2013 総合戦略企画室 渉外 商標登録 商標登録関係（2013年度） 総合戦略企画室長 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 総合戦略企画室 総合戦略企画室長 企画係 廃棄
2017 総合戦略企画室 渉外 商標登録 商標登録関係（2017年度） 総合戦略企画室長 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 総合戦略企画室 総合戦略企画室長 企画係 廃棄
2018 総合戦略企画室 渉外 商標登録 商標登録関係（2018年度） 総合戦略企画室長 2019/4/1 30年 2049/3/31 紙 総合戦略企画室 総合戦略企画室長 企画係 廃棄
2018 総合戦略企画室 渉外 他機関との連携関係 他機関との連携関係 契約・協定書関連・教材貸出関連 総合戦略企画室長 2019/4/1 10年（終了後） 紙 総合戦略企画室 総合戦略企画室長 企画係 廃棄
2014 総合戦略企画室 渉外 オリンピック・パラリンピック関係 オリンピック・パラリンピック関係（2014年度） 総合戦略企画室長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 総合戦略企画室 総合戦略企画室長 企画係 廃棄
2015 総合戦略企画室 渉外 オリンピック・パラリンピック関係 オリンピック・パラリンピック関係（2015年度） 総合戦略企画室長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 総合戦略企画室 総合戦略企画室長 企画係 廃棄
2016 総合戦略企画室 渉外 オリンピック・パラリンピック関係 オリンピック・パラリンピック関係（2016年度） 総合戦略企画室長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 総合戦略企画室 総合戦略企画室長 企画係 廃棄
2017 総合戦略企画室 渉外 オリンピック・パラリンピック関係 オリンピック・パラリンピック関係（2017年度） 総合戦略企画室長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 総合戦略企画室 総合戦略企画室長 企画係 廃棄
2018 総合戦略企画室 渉外 オリンピック・パラリンピック関係 オリンピック・パラリンピック関係（2018年度） 総合戦略企画室長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 総合戦略企画室 総合戦略企画室長 企画係 廃棄
2019 総合戦略企画室 渉外 オリンピック・パラリンピック関係 オリンピック・パラリンピック関係（2019年度） 総合戦略企画室長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 総合戦略企画室 総合戦略企画室長 企画係 廃棄
1997 総合戦略企画室 規程 学則・規程等 学則改正関係（収容定員の変更） 総務部総務課長 1998/4/1 30年 2028/3/31 紙 総合戦略企画室 総合戦略企画室長 企画係 廃棄
2002 総合戦略企画室 規程 学則・規程等 規程等制定改廃関係（2002年度） 総合戦略企画室長 2003/4/1 30年 2033/3/31 紙 総合戦略企画室 総合戦略企画室長 企画係 廃棄
2004 総合戦略企画室 規程 学則・規程等 規程等制定改廃関係（2004年度） 総合戦略企画室長 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 総合戦略企画室 総合戦略企画室長 企画係 廃棄
2005 総合戦略企画室 規程 学則・規程等 規程等制定改廃関係（2005年度） 総合戦略企画室長 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 総合戦略企画室 総合戦略企画室長 企画係 廃棄
2006 総合戦略企画室 規程 学則・規程等 規程等制定改廃関係（2006年度） 総合戦略企画室長 2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 総合戦略企画室 総合戦略企画室長 企画係 廃棄
2007 総合戦略企画室 規程 学則・規程等 規程等制定改廃関係（2007年度） 総合戦略企画室長 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 総合戦略企画室 総合戦略企画室長 企画係 廃棄
2008 総合戦略企画室 規程 学則・規程等 規程等制定改廃関係（2008年度） 総合戦略企画室長 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 総合戦略企画室 総合戦略企画室長 企画係 廃棄
2009 総合戦略企画室 規程 学則・規程等 規程等制定改廃関係（2009年度） 総合戦略企画室長 2010/4/1 30年 2040/3/31 紙 総合戦略企画室 総合戦略企画室長 企画係 廃棄
2010 総合戦略企画室 規程 学則・規程等 規程等制定改廃関係（2010年度） 総合戦略企画室長 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙 総合戦略企画室 総合戦略企画室長 企画係 廃棄
2011 総合戦略企画室 規程 学則・規程等 規程等制定改廃関係（2011年度） 総合戦略企画室長 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 総合戦略企画室 総合戦略企画室長 企画係 廃棄
2012 総合戦略企画室 規程 学則・規程等 規程等制定改廃関係（2012年度） 総合戦略企画室長 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 総合戦略企画室 総合戦略企画室長 企画係 廃棄
2013 総合戦略企画室 規程 学則・規程等 規程等制定改廃関係（2013年度） 総合戦略企画室長 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 総合戦略企画室 総合戦略企画室長 企画係 廃棄
2014 総合戦略企画室 規程 学則・規程等 規程等制定改廃関係（2014年度） 総合戦略企画室長 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 総合戦略企画室 総合戦略企画室長 企画係 廃棄
2015 総合戦略企画室 規程 学則・規程等 規程等制定改廃関係（2015年度） 総合戦略企画室長 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 総合戦略企画室 総合戦略企画室長 企画係 廃棄
2016 総合戦略企画室 規程 学則・規程等 規程等制定改廃関係（2016年度） 総合戦略企画室長 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 総合戦略企画室 総合戦略企画室長 企画係 廃棄
2017 総合戦略企画室 規程 学則・規程等 規程等制定・改廃関係（平成24年4月～平成29年3月） 総合戦略企画室長 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 総合戦略企画室 総合戦略企画室長 企画係 廃棄
2017 総合戦略企画室 規程 学則・規程等 規程等制定改廃関係（平成29年4月～） 総合戦略企画室長 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 総合戦略企画室 総合戦略企画室長 企画係 廃棄
2018 総合戦略企画室 規程 学則・規程等 規程等制定改廃関係（平成30年4月～） 総合戦略企画室長 2019/4/1 30年 2049/3/31 紙 総合戦略企画室 総合戦略企画室長 企画係 廃棄
2019 総合戦略企画室 規程 学則・規程等 規程等制定改廃関係（平成31年4月～） 総合戦略企画室長 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 総合戦略企画室 総合戦略企画室長 企画係 廃棄
2007 総合戦略企画室 規程 学則・規程等 学則・規程等改正（自H18.9.6） 教務部企画課長 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 総合戦略企画室 総合戦略企画室長 企画係 廃棄
2003 総合戦略企画室 規程 学則・規程等 学則規程等改正関係綴（至H18.3.22） 教務部企画課長 2004/4/1 30年 2034/3/31 紙 総合戦略企画室 総合戦略企画室長 企画係 廃棄
2008 総合戦略企画室 規程 学則・規程等 規程等制定・改廃関係（平成２０年４月～） 総務部総務企画課長 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 総合戦略企画室 総合戦略企画室長 企画係 廃棄
2004 総合戦略企画室 規程 学則・規程等 規程等の制定・改正について（平成１６年度） 経営企画室長 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 総合戦略企画室 総合戦略企画室長 企画係 廃棄
2005 総合戦略企画室 規程 学則・規程等 規程等の制定・改正について（平成１７年度） 経営企画室長 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 総合戦略企画室 総合戦略企画室長 企画係 廃棄
1999 総合戦略企画室 規程 学則・規程等 学園規程集追録（第１５号） 総務部総務課長 2000/4/1 30年 2030/3/31 紙 総合戦略企画室 総合戦略企画室長 企画係 廃棄
2004 総合戦略企画室 規程 学則・規程等 業績評価に関する規程 経営企画室長 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 総合戦略企画室 総合戦略企画室長 企画係 廃棄
1990 総合戦略企画室 規程 学則・規程等 諸規程 総務部総務課長 1991/4/1 30年 2021/3/31 紙 総合戦略企画室 総合戦略企画室長 企画係 廃棄
1993 総合戦略企画室 規程 学則・規程等 諸規程等 総務部総務課長 1994/4/1 30年 2024/3/31 紙 総合戦略企画室 総合戦略企画室長 企画係 廃棄
2000 総合戦略企画室 規程 学則・規程等 諸規程等 総務部総務課長 2001/4/1 30年 2031/3/31 紙 総合戦略企画室 総合戦略企画室長 企画係 廃棄
2003 総合戦略企画室 規程 学則・規程等 諸規程等 総務部総務課長 2004/4/1 30年 2034/3/31 紙 総合戦略企画室 総合戦略企画室長 企画係 廃棄
2004 総合戦略企画室 規程 学則・規程等 諸規程等（平成１６・１７年度） 総務部総務課長 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 総合戦略企画室 総合戦略企画室長 企画係 廃棄
2006 総合戦略企画室 規程 学則・規程等 諸規程等（平成１８・１９年度） 総務部総務課長 2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 総合戦略企画室 総合戦略企画室長 企画係 廃棄
1997 総合戦略企画室 規程 学則・規程等 全国化に伴う諸規程改正 総務部総務課長 1998/4/1 30年 2028/3/31 紙 総合戦略企画室 総合戦略企画室長 企画係 廃棄
2001 総合戦略企画室 規程 学則・規程等 放送大学学園規程集のデータベース更新及び追録第１７号の作成 総務部総務課長 2002/4/1 30年 2032/3/31 紙 総合戦略企画室 総合戦略企画室長 企画係 廃棄
2002 総合戦略企画室 規程 学則・規程等 放送大学学園規定集のデータベース更新及び追録第１８号の作成 総務部総務課長 2003/4/1 30年 2033/3/31 紙 総合戦略企画室 総合戦略企画室長 企画係 廃棄
2004 総合戦略企画室 規程 学則・規程等 放送大学学園規程集データベース 総務部総務課長 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 総合戦略企画室 総合戦略企画室長 企画係 廃棄
1981 総務部総務課 渉外 放送大学設置認可申請関係 放送大学と日本放送協会との関係 総務部総務課長 1982/4/1 無期限 紙 永久保管庫 総務部総務課長 総務係 廃棄
1982 総務部総務課 渉外 放送大学設置認可申請関係 放送大学（仮称）設置認可申請書（追加資料その1） 総務部総務課長 1983/4/1 無期限 紙 永久保管庫 総務部総務課長 総務係 廃棄
1982 総務部総務課 渉外 放送大学設置認可申請関係 放送大学（仮称）設置認可申請書（追加資料その3） 総務部総務課長 1983/4/1 無期限 紙 永久保管庫 総務部総務課長 総務係 廃棄
1982 総務部総務課 渉外 放送大学設置認可申請関係 放送大学（仮称）設置認可申請書（追加資料その3） 総務部総務課長 1983/4/1 無期限 紙 永久保管庫 総務部総務課長 総務係 廃棄
1982 総務部総務課 渉外 放送大学設置認可申請関係 放送大学（仮称）設置認可申請書（追加資料その2） 総務部総務課長 1983/4/1 無期限 紙 永久保管庫 総務部総務課長 総務係 廃棄
1982 総務部総務課 渉外 放送大学設置認可申請関係 放送大学（仮称）設置認可申請書（追加資料その1） 総務部総務課長 1983/4/1 無期限 紙 永久保管庫 総務部総務課長 総務係 廃棄
1982 総務部総務課 渉外 放送大学設置認可申請関係 放送大学（仮称）設置認可申請書 総務部総務課長 1983/4/1 無期限 紙 永久保管庫 総務部総務課長 総務係 廃棄
1982 総務部総務課 渉外 放送大学設置認可申請関係 放送大学（仮称）設置認可申請書 総務部総務課長 1983/4/1 無期限 紙 永久保管庫 総務部総務課長 総務係 廃棄
1982 総務部総務課 渉外 放送大学設置認可申請関係 放送大学設置認可申請書（補正資料） 総務部総務課長 1983/4/1 無期限 紙 永久保管庫 総務部総務課長 総務係 廃棄
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1984 総務部総務課 渉外 放送大学設置認可申請関係 設置審の放送大学実地調査 総務部総務課長 1985/4/1 無期限 紙 永久保管庫 総務部総務課長 総務係 廃棄
1984 総務部総務課 渉外 放送大学設置認可申請関係 大学設置審議会実地調査（59.7.9） 総務部総務課長 1985/4/1 無期限 紙 永久保管庫 総務部総務課長 総務係 廃棄
1997 総務部総務課 渉外 国会関係 国会質問関係 総務部総務課長 1998/4/1 無期限 紙 永久保管庫 総務部総務課長 総務係 廃棄
1983 総務部総務課 式典 開学・創立記念式典等 開学記念式典・同祝賀会 総務部総務課長 1984/4/1 無期限 紙 永久保管庫 総務部総務課長 総務係 廃棄
1983 総務部総務課 式典 開学・創立記念式典等 開学記念式典 総務部総務課長 1984/4/1 無期限 紙 永久保管庫 総務部総務課長 総務係 廃棄
1983 総務部総務課 式典 開学・創立記念式典等 放送大学開学記念式典関係綴 総務部総務課長 1984/4/1 無期限 紙 永久保管庫 総務部総務課長 総務係 廃棄
1984 総務部総務課 式典 開学・創立記念式典等 放送局開局・放送大学開学記念披露パーティ名簿関係綴 総務部総務課長 1985/4/1 無期限 紙 永久保管庫 総務部総務課長 総務係 廃棄
1985 総務部総務課 式典 開学・創立記念式典等 放送局開局・放送大学開学記念披露パーティ関係綴 総務部総務課長 1986/4/1 無期限 紙 永久保管庫 総務部総務課長 総務係 廃棄
1990 総務部総務課 式典 開学・創立記念式典等 附属図書館開館記念式典（2.9.11） 総務部総務課長 1991/4/1 無期限 紙 永久保管庫 総務部総務課長 総務係 廃棄
1991 総務部総務課 式典 開学・創立記念式典等 放送教育開発センター研究員等宿泊施設完成披露 総務部総務課長 1992/4/1 無期限 紙 永久保管庫 総務部総務課長 総務係 廃棄
1998 総務部総務課 式典 開学・創立記念式典等 放送大学全国化記念講演会・祝賀会 総務部総務課長 1999/4/1 無期限 紙 永久保管庫 総務部総務課長 総務係 廃棄
1989 総務部総務課 式典 開学・創立記念式典等 放送大学10周年記念祝賀会関係 総務部総務課長 1990/4/1 無期限 紙 永久保管庫 総務部総務課長 総務係 廃棄
1991 総務部総務課 式典 開学・創立記念式典等 放送大学学園創立10周年記念祝賀会 総務部総務課長 1992/4/1 無期限 紙 永久保管庫 総務部総務課長 総務係 廃棄
1993 総務部総務課 式典 開学・創立記念式典等 放送大学10周年記念事業 総務部総務課長 1994/4/1 無期限 紙 永久保管庫 総務部総務課長 総務係 廃棄
2004 総務部総務課 式典 開学・創立記念式典等 放送大学20周年記念式典関係 総務部総務課長 2005/4/1 無期限 紙 永久保管庫 総務部総務課長 総務係 廃棄
2013 総務部総務課 式典 開学・創立記念式典等 放送大学30周年記念式典関係1 総務部総務課長 2014/4/1 無期限 紙 永久保管庫 総務部総務課長 総務係 廃棄
2013 総務部総務課 式典 開学・創立記念式典等 放送大学30周年記念式典関係2 総務部総務課長 2014/4/1 無期限 紙 永久保管庫 総務部総務課長 総務係 廃棄
2011 総務部総務課 式典 開学・創立記念式典等 放送大学学園30周年記念祝賀会 総務部総務課長 2012/4/1 無期限 紙 永久保管庫 総務部総務課長 総務係 廃棄
1994 総務部総務課 庶務 震災関係 兵庫県南部地震への対応 総務部総務課長 1995/4/1 無期限 紙 永久保管庫 総務部総務課長 総務係 廃棄
1994 総務部総務課 庶務 震災関係 兵庫県南部地震 総務部総務課長 1995/4/1 無期限 紙 永久保管庫 総務部総務課長 総務係 廃棄
1995 総務部総務課 庶務 震災関係 兵庫県南部地震関係 総務部総務課長 1996/4/1 無期限 紙 永久保管庫 総務部総務課長 総務係 廃棄
2004 総務部総務課 庶務 震災関係 新潟県中越地震被災義援金（平成16年度） 総務部総務課長 2005/4/1 無期限 紙 永久保管庫 総務部総務課長 総務係 廃棄
2011 総務部総務課 庶務 震災関係 東日本大震災対応 総務部総務課長 2012/4/1 無期限 紙 永久保管庫 総務部総務課長 総務係 廃棄
2011 総務部総務課 諸会議 震災関係 「東日本大震災」対策本部 総務部総務課長 2012/4/1 無期限 紙 永久保管庫 総務部総務課長 総務係 廃棄
2011 総務部総務課 諸会議 東日本大震災諸会議関係 夏期の電力需給対策ワーキンググループ 総務部総務課長 2012/4/1 無期限 紙 永久保管庫 総務部総務課長 総務係 廃棄 東日本大震災関連
2010 総務部総務課 庶務 放送大学学園教育振興基金関係 放送大学学園教育振興基金関係 総務部総務課長 2011/4/1 無期限 紙 永久保管庫 総務部総務課長 総務係 廃棄
2000 総務部総務課 庶務 事業年度業務報告書 平成11事業年度業務報告書（平成12年度） 総務部総務課長 2001/4/1 無期限 紙 永久保管庫 総務部総務課長 総務係 廃棄
2001 総務部総務課 庶務 事業年度業務報告書 平成12事業年度業務報告書（平成13年度） 総務部総務課長 2002/4/1 無期限 紙 永久保管庫 総務部総務課長 総務係 廃棄
2002 総務部総務課 庶務 事業年度業務報告書 平成13事業年度業務報告書（平成14年度） 総務部総務課長 2003/4/1 無期限 紙 永久保管庫 総務部総務課長 総務係 廃棄
2003 総務部総務課 庶務 事業年度業務報告書 平成14事業年度業務報告書（平成15年度） 総務部総務課長 2004/4/1 無期限 紙 永久保管庫 総務部総務課長 総務係 廃棄
2003 総務部総務課 庶務 事業年度業務報告書 平成15事業年度業務報告書（4～9月） 総務部総務課長 2004/4/1 無期限 紙 永久保管庫 総務部総務課長 総務係 廃棄
2004 総務部総務課 庶務 事業年度業務報告書 平成15事業年度業務報告書（10～3月） 総務部総務課長 2005/4/1 無期限 紙 永久保管庫 総務部総務課長 総務係 廃棄
2003 総務部総務課 庶務 事業年度業務報告書 平成16事業年度業務報告書 総務部総務課長 2004/4/1 無期限 紙 永久保管庫 総務部総務課長 総務係 廃棄
2003 総務部総務課 庶務 事業年度業務報告書 平成17事業年度業務報告書 総務部総務課長 2004/4/1 無期限 紙 永久保管庫 総務部総務課長 総務係 廃棄
2003 総務部総務課 庶務 事業年度業務報告書 平成18事業年度業務報告書 総務部総務課長 2004/4/1 無期限 紙 永久保管庫 総務部総務課長 総務係 廃棄
2010 総務部総務課 庶務 法人文書関係 法人文書ファイル管理簿（平成22年度） 総務部総務課長 2011/4/1 無期限 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2011 総務部総務課 庶務 法人文書関係 法人文書ファイル管理簿（平成23年度） 総務部総務課長 2012/4/1 無期限 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2012 総務部総務課 庶務 法人文書関係 法人文書ファイル管理簿（平成24年度） 総務部総務課長 2013/4/1 無期限 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2013 総務部総務課 庶務 法人文書関係 法人文書ファイル管理簿（平成25年度） 総務部総務課長 2014/4/1 無期限 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2014 総務部総務課 庶務 法人文書関係 法人文書ファイル管理簿（平成26年度） 総務部総務課長 2015/4/1 無期限 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2015 総務部総務課 庶務 法人文書関係 法人文書ファイル管理簿（平成27年度） 総務部総務課長 2016/4/1 無期限 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2016 総務部総務課 庶務 法人文書関係 法人文書ファイル管理簿（平成28年度） 総務部総務課長 2017/4/1 無期限 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2017 総務部総務課 庶務 法人文書関係 法人文書ファイル管理簿（平成29年度） 総務部総務課長 2018/4/1 無期限 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2018 総務部総務課 庶務 法人文書関係 法人文書ファイル管理簿（平成30年度） 総務部総務課長 2019/4/1 無期限 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2019 総務部総務課 庶務 法人文書関係 法人文書ファイル管理簿（令和元年度） 総務部総務課長 2020/4/1 無期限 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2015 総務部総務課 庶務 来訪関係・インターンシップ 来訪関係・インターンシップ（平成27年度） 総務部総務課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2016 総務部総務課 庶務 来訪関係・インターンシップ 来訪関係・インターンシップ（平成28年度） 総務部総務課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2017 総務部総務課 庶務 来訪関係・インターンシップ 来訪関係・インターンシップ（平成29年度） 総務部総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2018 総務部総務課 庶務 来訪関係・インターンシップ 来訪関係・インターンシップ（平成30年度） 総務部総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2019 総務部総務課 庶務 来訪関係・インターンシップ 来訪関係・インターンシップ（平成31年度） 総務部総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2010 総務部総務課 庶務 卒業式・学位記授与式 平成22年度放送大学学位記授与式1～2 総務部総務課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 総務部総務課長 総務係 廃棄
2011 総務部総務課 庶務 卒業式・学位記授与式 平成23年度放送大学学位記授与式 総務部総務課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 総務部総務課長 総務係 廃棄
2012 総務部総務課 庶務 卒業式・学位記授与式 平成24年度放送大学学位記授与式1～3 総務部総務課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 総務部総務課長 総務係 廃棄
2013 総務部総務課 庶務 卒業式・学位記授与式 平成25年度放送大学学位記授与式1～2 総務部総務課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 総務部総務課長 総務係 廃棄
2014 総務部総務課 庶務 卒業式・学位記授与式 平成26年度放送大学学位記授与式 総務部総務課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2015 総務部総務課 庶務 卒業式・学位記授与式 平成27年度放送大学学位記授与式 総務部総務課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2016 総務部総務課 庶務 卒業式・学位記授与式 平成28年度放送大学学位記授与式 総務部総務課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2017 総務部総務課 庶務 卒業式・学位記授与式 平成29年度放送大学学位記授与式 総務部総務課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2018 総務部総務課 庶務 卒業式・学位記授与式 平成30年度放送大学学位記授与式 総務部総務課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2019 総務部総務課 庶務 卒業式・学位記授与式 令和元年度放送大学学位記授与式 総務部総務課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2000 総務部総務課 庶務 特殊法人 大学改革の進歩状況等について 総務部総務課長 2001/4/1 30年 2031/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2002 総務部総務課 庶務 後援名義 後援名義（平成6年度～平成14年度） 総務部総務課長 2003/4/1 25年 2028/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄 当初の保存期間満了日:2008年3月31日 延長期間:20年

2017 総務部総務課 庶務 後援名義 後援名義（平成20年度～） 総務部総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2012 総務部総務課 庶務 男女共同参画関係 男女共同参画関係（平成24年度） 総務部総務課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2015 総務部総務課 庶務 男女共同参画関係 男女共同参画関係（平成27年度） 総務部総務課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2004 総務部総務課 庶務 登記関係 放送大学学園変更登記申請関係／役員変更届等（平成12～16年度） 総務部総務課長 2005/4/1 20年 2025/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄 当初の保存期間満了日:2015年3月31日 延長期間:10年

2010 総務部総務課 庶務 登記関係 放送大学学園変更登記申請関係／役員変更届等（平成17年度～22年度） 総務部総務課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2015 総務部総務課 庶務 登記関係 放送大学学園変更登記申請関係／役員変更届等（平成23年度～27年度） 総務部総務課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2018 総務部総務課 庶務 登記関係 放送大学学園変更登記申請関係／役員変更届等（平成28年度～) 総務部総務課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
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措置結果
1992 総務部総務課 庶務 公印関係 公印関係（昭和63年度～平成4年度） 総務部総務課長 1993/4/1 30年 2023/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2009 総務部総務課 庶務 公印関係 公印関係（平成5年度～平成21年度） 総務部総務課長 2010/4/1 30年 2040/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2013 総務部総務課 庶務 公印関係 公印台帳（昭和56年度～平成25年度） 総務部総務課長 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2018 総務部総務課 庶務 公印関係 公印関係（平成25年度～） 総務部総務課長 2019/4/1 30年 2049/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2018 総務部総務課 庶務 公印関係 公印台帳（平成26年度～） 総務部総務課長 2019/4/1 30年 2049/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2015 総務部総務課 庶務 公印使用記録簿 公印使用記録簿（平成27年度） 総務部総務課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2016 総務部総務課 庶務 公印使用記録簿 公印使用記録簿（平成28年度） 総務部総務課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2017 総務部総務課 庶務 公印使用記録簿 公印使用記録簿（平成29年度） 総務部総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2018 総務部総務課 庶務 公印使用記録簿 公印使用記録簿（平成30年度） 総務部総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2019 総務部総務課 庶務 公印使用記録簿 公印使用記録簿（平成31年度） 総務部総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2015 総務部総務課 庶務 各種調査 平成27年度　各種調査 総務部総務課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2016 総務部総務課 庶務 各種調査 平成28年度　各種調査 総務部総務課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2017 総務部総務課 庶務 各種調査 平成29年度　各種調査 総務部総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2018 総務部総務課 庶務 各種調査 平成30年度　雑件・各種調査等 総務部総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2019 総務部総務課 庶務 各種調査 平成31年度　雑件・各種調査等 総務部総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2010 総務部総務課 庶務 旅費関係 平成22年度 旅行命令伺（総務課） 総務部総務課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 総務部総務課長 総務係 廃棄
2010 総務部総務課 庶務 旅費関係 平成22年度 旅行命令伺（役員） 総務部総務課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 総務部総務課長 総務係 廃棄
2010 総務部総務課 庶務 旅費関係 平成22年度 旅行命令伺（その他） 総務部総務課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 総務部総務課長 総務係 廃棄
2011 総務部総務課 庶務 旅費関係 平成23年度 旅行命令伺（総務課） 総務部総務課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 総務部総務課長 総務係 廃棄
2011 総務部総務課 庶務 旅費関係 平成23年度 旅行命令伺（役員） 総務部総務課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 総務部総務課長 総務係 廃棄
2011 総務部総務課 庶務 旅費関係 平成23年度 旅行命令伺（その他） 総務部総務課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 総務部総務課長 総務係 廃棄
2012 総務部総務課 庶務 旅費関係 平成24年度 旅行命令伺（総務課） 総務部総務課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 総務部総務課長 総務係 廃棄
2012 総務部総務課 庶務 旅費関係 平成24年度 旅行命令伺（役員） 総務部総務課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 総務部総務課長 総務係 廃棄
2012 総務部総務課 庶務 旅費関係 平成24年度 旅行命令伺（その他） 総務部総務課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 総務部総務課長 総務係 廃棄
2013 総務部総務課 庶務 旅費関係 平成25年度 旅行命令伺（総務課） 総務部総務課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2013 総務部総務課 庶務 旅費関係 平成25年度 旅行命令伺（役員） 総務部総務課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2013 総務部総務課 庶務 旅費関係 平成25年度 旅行命令伺（その他） 総務部総務課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2014 総務部総務課 庶務 旅費関係 平成26年度 旅行命令伺（総務課） 総務部総務課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2014 総務部総務課 庶務 旅費関係 平成26年度 旅行命令伺（役員） 総務部総務課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2014 総務部総務課 庶務 旅費関係 平成26年度 旅行命令伺（その他） 総務部総務課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2015 総務部総務課 庶務 旅費関係 平成27年度 旅行命令伺（総務課） 総務部総務課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2015 総務部総務課 庶務 旅費関係 平成27年度 旅行命令伺（役員） 総務部総務課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2015 総務部総務課 庶務 旅費関係 平成27年度 旅行命令伺（その他） 総務部総務課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2016 総務部総務課 庶務 旅費関係 平成28年度 旅行命令伺（その他） 総務部総務課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2016 総務部総務課 庶務 旅費関係 平成28年度 旅行命令伺（赴任旅費等） 総務部総務課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2016 総務部総務課 庶務 旅費関係 平成28年度 旅行命令伺（役員） 総務部総務課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2016 総務部総務課 庶務 旅費関係 平成28年度 旅行命令伺（総務課） 総務部総務課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2017 総務部総務課 庶務 旅費関係 平成29年度 旅行命令伺（その他） 総務部総務課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2017 総務部総務課 庶務 旅費関係 平成29年度 旅行命令伺（赴任旅費他） 総務部総務課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2017 総務部総務課 庶務 旅費関係 平成29年度 旅行命令伺（役員） 総務部総務課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2017 総務部総務課 庶務 旅費関係 平成29年度 旅行命令伺（総務課） 総務部総務課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2018 総務部総務課 庶務 旅費関係 平成30年度 旅行命令伺（赴任旅費他） 総務部総務課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2018 総務部総務課 庶務 旅費関係 平成30年度 旅行命令伺（役員） 総務部総務課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2018 総務部総務課 庶務 旅費関係 平成30年度 旅行命令伺（総務課） 総務部総務課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2019 総務部総務課 庶務 旅費関係 平成31年度 旅行命令伺（赴任旅費他） 総務部総務課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2019 総務部総務課 庶務 旅費関係 平成31年度 旅行命令伺（役員） 総務部総務課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2019 総務部総務課 庶務 旅費関係 平成31年度 旅行命令伺（総務課） 総務部総務課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2015 総務部総務課 庶務 自家用車業務使用 自家用車業務使用登録申請書(平成27年度） 総務部総務課長 2015/4/1 5年 2021/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2016 総務部総務課 庶務 自家用車業務使用 自家用車業務使用登録申請書(平成28年度） 総務部総務課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2017 総務部総務課 庶務 自家用車業務使用 自家用車業務使用登録申請書(平成29年度） 総務部総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2018 総務部総務課 庶務 自家用車業務使用 自家用車業務使用登録申請書(平成30年度） 総務部総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2016 総務部総務課 庶務 自家用車業務使用 平成19～28年度　事故・違反（自家用車・レンタカー） 総務部総務課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2019 総務部総務課 庶務 自家用車業務使用 平成29年度～　事故・違反（自家用車・レンタカー） 総務部総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2017 総務部総務課 庶務 契約関係 平成29年度 理事長車ハイヤー契約 総務部総務課長 2018/4/1 10年(契約終了後) 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2018 総務部総務課 庶務 契約関係 平成30年度 理事長車ハイヤー契約 総務部総務課長 2019/4/1 10年(契約終了後) 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2019 総務部総務課 庶務 契約関係 平成31年度 理事長車ハイヤー契約 総務部総務課長 2020/4/1 10年(契約終了後) 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2003 総務部総務課 庶務 契約関係 郵便関係綴（契約等　平成5年度～平成15年度） 総務部総務企画課長 2004/4/1 10年(契約終了後) 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2013 総務部総務課 庶務 契約関係 郵便関係綴（契約等　平成15年度～平成25年度） 総務部総務課長 2014/4/1 10年(契約終了後) 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2016 総務部総務課 庶務 契約関係 郵便関係綴（契約等　平成26年度～平成28年度） 総務部総務課長 2017/4/1 10年(契約終了後) 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2004 総務部総務課 庶務 契約関係 第４種郵便関係（H15～16） 総務部総務課長 2005/4/1 10年(契約終了後) 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2015 総務部総務課 庶務 郵便関係 郵便後納料金郵便物差出票（平成27年度）総務課発送 総務部総務課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2015 総務部総務課 庶務 郵便関係 郵便後納料金差出票（平成27年度）美浜・日本橋･川越西、綾瀬 都度発送 総務部総務課長 2015/4/1 5年 2021/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2016 総務部総務課 庶務 郵便関係 郵便後納料金郵便物差出票（平成28年度）総務課発送 総務部総務課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2016 総務部総務課 庶務 郵便関係 郵便後納料金差出票（平成28年度）美浜・日本橋･川越西、綾瀬 都度発送 総務部総務課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2017 総務部総務課 庶務 郵便関係 郵便後納料金郵便物差出票（平成29年度）総務課発送 総務部総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2017 総務部総務課 庶務 郵便関係 郵便後納料金差出票（平成29年度）美浜・日本橋･川越西、綾瀬 都度発送 総務部総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2018 総務部総務課 庶務 郵便関係 郵便後納料金郵便物差出票（平成30年度）総務課発送 総務部総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2018 総務部総務課 庶務 郵便関係 郵便後納料金差出票（平成30年度）美浜・日本橋･川越西、綾瀬 都度発送 総務部総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2019 総務部総務課 庶務 郵便関係 郵便後納料金郵便物差出票（平成31年度）総務課発送 総務部総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
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2019 総務部総務課 庶務 郵便関係 郵便後納料金差出票（平成31年度）美浜・日本橋･川越西、綾瀬 都度発送 総務部総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2015 総務部総務課 庶務 郵便関係 郵便切手受払い簿・はがき・切手請求簿（平成27年度） 総務部総務課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2016 総務部総務課 庶務 郵便関係 郵便切手受払い簿・はがき・切手請求簿（平成28年度） 総務部総務課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2017 総務部総務課 庶務 郵便関係 郵便切手受払い簿・はがき・切手請求簿（平成29年度） 総務部総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2018 総務部総務課 庶務 郵便関係 郵便切手受払い簿・はがき・切手請求簿（平成30年度） 総務部総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2019 総務部総務課 庶務 郵便関係 郵便切手受払い簿・はがき・切手請求簿（平成31年度） 総務部総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2016 総務部総務課 庶務 郵便関係 料金計器計示額報告書（平成26年度～平成28年度） 総務部総務課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2019 総務部総務課 庶務 郵便関係 料金計器計示額報告書（平成29～31年度） 総務部総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2015 総務部総務課 庶務 郵便発送・接受記録関係 平成27年度 書留等郵便物接受簿 総務部総務課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2016 総務部総務課 庶務 郵便発送・接受記録関係 平成28年度 書留等郵便物接受簿 総務部総務課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2017 総務部総務課 庶務 郵便発送・接受記録関係 平成29年度 書留等郵便物接受簿 総務部総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2018 総務部総務課 庶務 郵便発送・接受記録関係 平成30年度 書留等郵便物接受簿 総務部総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2019 総務部総務課 庶務 郵便発送・接受記録関係 平成31年度 書留等郵便物接受簿 総務部総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2015 総務部総務課 庶務 郵便発送・接受記録関係 受取人払交付証・後納郵便等取扱票・交付証（平成27年度） 総務部総務課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 資料管理棟 総務部総務課長 総務係 廃棄
2016 総務部総務課 庶務 郵便発送・接受記録関係 受取人払交付証・後納郵便等取扱票・交付証（平成28年度） 総務部総務課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2017 総務部総務課 庶務 郵便発送・接受記録関係 受取人払交付証・後納郵便等取扱票・交付証（平成29年度） 総務部総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2018 総務部総務課 庶務 郵便発送・接受記録関係 受取人払交付証・後納郵便等取扱票・交付証（平成30年度） 総務部総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2019 総務部総務課 庶務 郵便発送・接受記録関係 受取人払交付証・後納郵便等取扱票・交付証（平成31年度） 総務部総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2015 総務部総務課 庶務 雑件 雑件(平成27年度) 総務部総務課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2016 総務部総務課 庶務 雑件 雑件(平成28年度) 総務部総務課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2017 総務部総務課 庶務 雑件 雑件(平成29年度) 総務部総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2015 総務部総務課 庶務 千葉市ひとづくり応援カタログ商品事業への参画について 千葉市ひとづくり応援カタログ商品事業への参画について(平成27年度) 総務部総務課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2002 総務部総務課 庶務 情報公開・個人情報関係 情報公開・個人情報関係　平成14年度 総務部総務課長 2003/4/1 30年 2033/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2004 総務部総務課 庶務 情報公開・個人情報関係 情報公開・個人情報関係　平成15年度～平成16年度 総務部総務課長 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2007 総務部総務課 庶務 情報公開・個人情報関係 情報公開・個人情報関係　平成17年度～平成19年度 総務部総務課長 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2009 総務部総務課 庶務 情報公開・個人情報関係 情報公開・個人情報関係　平成20年度～平成21年度 総務部総務課長 2010/4/1 30年 2040/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2010 総務部総務課 庶務 情報公開・個人情報関係 情報公開・個人情報関係　平成22年度 総務部総務課長 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2011 総務部総務課 庶務 情報公開・個人情報関係 情報公開・個人情報関係　平成23年度 総務部総務課長 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2012 総務部総務課 庶務 情報公開・個人情報関係 情報公開・個人情報関係　平成24年度 総務部総務課長 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2013 総務部総務課 庶務 情報公開・個人情報関係 情報公開・個人情報関係　平成25年度 総務部総務課長 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2014 総務部総務課 庶務 情報公開・個人情報関係 情報公開・個人情報関係　平成26年度 総務部総務課長 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2015 総務部総務課 庶務 情報公開・個人情報関係 情報公開・個人情報関係　平成27年度 総務部総務課長 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2016 総務部総務課 庶務 情報公開・個人情報関係 情報公開・個人情報関係　平成28年度 総務部総務課長 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2017 総務部総務課 庶務 情報公開・個人情報関係 情報公開・個人情報関係　平成29年度 総務部総務課長 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2018 総務部総務課 庶務 情報公開・個人情報関係 情報公開・個人情報関係　平成30年度 総務部総務課長 2019/4/1 30年 2049/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2019 総務部総務課 庶務 情報公開・個人情報関係 情報公開・個人情報関係　令和元年度 総務部総務課長 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2010 総務部総務課 庶務 旅費関係 平成22年度 外勤交通費 総務部総務課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 総務部総務課長 総務係 廃棄
2011 総務部総務課 庶務 旅費関係 平成23年度 外勤交通費 総務部総務課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 総務部総務課長 総務係 廃棄
2012 総務部総務課 庶務 旅費関係 平成24年度 外勤交通費 総務部総務課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 総務部総務課長 総務係 廃棄
2013 総務部総務課 庶務 旅費関係 平成25年度 外勤交通費 総務部総務課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2014 総務部総務課 庶務 旅費関係 平成26年度 外勤交通費 総務部総務課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2015 総務部総務課 庶務 旅費関係 平成27年度 外勤交通費 総務部総務課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2016 総務部総務課 庶務 旅費関係 平成28年度 外勤交通費 総務部総務課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2017 総務部総務課 庶務 旅費関係 平成29年度 外勤交通費 総務部総務課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2018 総務部総務課 庶務 旅費関係 平成30年度 外勤交通費 総務部総務課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2019 総務部総務課 庶務 旅費関係 平成31年度 外勤交通費 総務部総務課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2019 総務部総務課 庶務 予算執行計画 平成31年度 予算執行計画関係 総務部総務課長 2020/4/1 1年 2021/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2013 総務部総務課 庶務 顧問弁護士 平成17～25年度 顧問弁護士（委嘱契約） 総合戦略企画室長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2015 総務部総務課 庶務 顧問弁護士 平成26～27年度 顧問弁護士（委嘱契約） 総合戦略企画室長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2019 総務部総務課 庶務 顧問弁護士 平成28～令和元年度 顧問弁護士（委嘱契約） 総合戦略企画室長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2017 総務部総務課 庶務 顧問弁護士 平成28～29年度 顧問弁護士（相談） 総合戦略企画室長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2019 総務部総務課 庶務 顧問弁護士 平成30～令和元年度 顧問弁護士（相談） 総合戦略企画室長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2017 総務部総務課 庶務 顧問弁護士 平成28～29年度 顧問弁護士訴訟関係支払 総合戦略企画室長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2019 総務部総務課 庶務 顧問弁護士 平成30～令和元年度 顧問弁護士訴訟関係支払 総合戦略企画室長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2017 総務部総務課 庶務 電報 平成29年度 電報（祝電・弔電） 総務部総務課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2018 総務部総務課 庶務 電報 平成30年度 電報（祝電・弔電） 総務部総務課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2019 総務部総務課 庶務 電報 平成31年度 電報（祝電・弔電） 総務部総務課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2014 総務部総務課 庶務 購入依頼書 平成26年度 購入依頼書 総務部総務課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2015 総務部総務課 庶務 購入依頼書 平成27年度 購入依頼書 総務部総務課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2016 総務部総務課 庶務 購入依頼書 平成28年度 購入依頼書 総務部総務課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2017 総務部総務課 庶務 購入依頼書 平成29年度 購入依頼書 総務部総務課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2018 総務部総務課 庶務 購入依頼書 平成30年度 購入依頼書 総務部総務課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2019 総務部総務課 庶務 購入依頼書 平成31年度 購入依頼書 総務部総務課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2012 総務部総務課 庶務 身分証 平成24年度 身分証発行台帳 総務部総務課長 2013/4/1 1年（有効期間終了後） 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2013 総務部総務課 庶務 身分証 平成25年度 身分証発行台帳 総務部総務課長 2014/4/1 1年（有効期間終了後） 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2014 総務部総務課 庶務 身分証 平成26年度 身分証発行台帳 総務部総務課長 2015/4/1 1年（有効期間終了後） 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2015 総務部総務課 庶務 身分証 平成27年度 身分証発行台帳 総務部総務課長 2016/4/1 1年（有効期間終了後） 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2016 総務部総務課 庶務 身分証 平成28年度 身分証発行台帳 総務部総務課長 2017/4/1 1年（有効期間終了後） 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2017 総務部総務課 庶務 身分証 平成29年度 身分証発行台帳 総務部総務課長 2018/4/1 1年（有効期間終了後） 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
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2018 総務部総務課 庶務 身分証 平成30年度 身分証発行台帳 総務部総務課長 2019/4/1 1年（有効期間終了後） 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2019 総務部総務課 庶務 身分証 平成31年度 身分証発行台帳 総務部総務課長 2020/4/1 1年（有効期間終了後） 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
1986 総務部総務課 諸会議 運営審議会 放送大学学園運営審議会（第14回～第16回）（60.10.23～61.6.26） 総務部総務課長 1987/4/1 60年 2047/3/31 紙 永久保管庫 総務部総務課長 総務係 廃棄 当初の保存期間満了日:2017年3月31日 延長期間:30年

1987 総務部総務課 諸会議 運営審議会 放送大学学園運営審議会（第17回～第20回）（6110.9～62.10.19） 総務部総務課長 1988/4/1 60年 2048/3/31 紙 永久保管庫 総務部総務課長 総務係 廃棄 当初の保存期間満了日:2018年3月31日 延長期間:30年

1987 総務部総務課 諸会議 運営審議会 放送大学学園運営審議会（第21回）（63.3.10） 総務部総務課長 1988/4/1 60年 2048/3/31 紙 永久保管庫 総務部総務課長 総務係 廃棄 当初の保存期間満了日:2018年3月31日 延長期間:30年

1988 総務部総務課 諸会議 運営審議会 放送大学学園運営審議会（第22回～第24回）（63.6.28～1.3.13） 総務部総務課長 1989/4/1 60年 2049/3/31 紙 永久保管庫 総務部総務課長 総務係 廃棄 当初の保存期間満了日:2019年3月31日 延長期間:30年

1989 総務部総務課 諸会議 運営審議会 放送大学学園運営審議会（第25回・第26回）（1.6.22～1.10.24） 総務部総務課長 1990/4/1 60年 2050/3/31 紙 永久保管庫 総務部総務課長 総務係 廃棄 当初の保存期間満了日:2020年3月31日 延長期間:30年

1989 総務部総務課 諸会議 運営審議会 放送大学学園運営審議会（第27回）（2.3.14） 総務部総務課長 1990/4/1 60年 2050/3/31 紙 永久保管庫 総務部総務課長 総務係 廃棄 当初の保存期間満了日:2020年3月31日 延長期間:30年

1990 総務部総務課 諸会議 運営審議会 放送大学学園運営審議会（第28回）（2.6.20） 総務部総務課長 1991/4/1 30年 2021/3/31 紙 永久保管庫 総務部総務課長 総務係 廃棄
1990 総務部総務課 諸会議 運営審議会 放送大学学園運営審議会（第29回）（2.10.24） 総務部総務課長 1991/4/1 30年 2021/3/31 紙 永久保管庫 総務部総務課長 総務係 廃棄
1990 総務部総務課 諸会議 運営審議会 放送大学学園運営審議会（第30回）（3.3.13） 総務部総務課長 1991/4/1 30年 2021/3/31 紙 永久保管庫 総務部総務課長 総務係 廃棄
1991 総務部総務課 諸会議 運営審議会 放送大学学園運営審議会（第31回）（3.6.19） 総務部総務課長 1992/4/1 30年 2022/3/31 紙 永久保管庫 総務部総務課長 総務係 廃棄
1991 総務部総務課 諸会議 運営審議会 放送大学学園運営審議会（第32回～第36回）（3．10．23～5．3．17） 総務部総務課長 1992/4/1 30年 2022/3/31 紙 永久保管庫 総務部総務課長 総務係 廃棄
1993 総務部総務課 諸会議 運営審議会 放送大学学園運営審議会（第37回・第38回）（Ｈ5．6．23～Ｈ5．10．20） 総務部総務課長 1994/4/1 30年 2024/3/31 紙 永久保管庫 総務部総務課長 総務係 廃棄
1993 総務部総務課 諸会議 運営審議会 放送大学学園運営審議会（第39回・第40回）（Ｈ6．3．16～Ｈ6．6．27） 総務部総務課長 1994/4/1 30年 2024/3/31 紙 永久保管庫 総務部総務課長 総務係 廃棄
1994 総務部総務課 諸会議 運営審議会 放送大学学園運営審議会（第41回・第42回）（Ｈ6．10．24～Ｈ7．3．24） 総務部総務課長 1995/4/1 30年 2025/3/31 紙 永久保管庫 総務部総務課長 総務係 廃棄
1995 総務部総務課 諸会議 運営審議会 放送大学学園運営審議会（第45回・第46回）（Ｈ8．3．11～Ｈ8．6．25） 総務部総務課長 1996/4/1 30年 2026/3/31 紙 永久保管庫 総務部総務課長 総務係 廃棄
1996 総務部総務課 諸会議 運営審議会 放送大学学園運営審議会（第47回・第48回）（Ｈ8．10．29～Ｈ9．3．14） 総務部総務課長 1997/4/1 30年 2027/3/31 紙 永久保管庫 総務部総務課長 総務係 廃棄
1997 総務部総務課 諸会議 運営審議会 放送大学学園運営審議会（第49回） 総務部総務課長 1998/4/1 30年 2028/3/31 紙 永久保管庫 総務部総務課長 総務係 廃棄
1997 総務部総務課 諸会議 運営審議会 放送大学学園運営審議会（第50回） 総務部総務課長 1998/4/1 30年 2028/3/31 紙 永久保管庫 総務部総務課長 総務係 廃棄
1997 総務部総務課 諸会議 運営審議会 運営審議会（第51回） 総務部総務課長 1998/4/1 30年 2028/3/31 紙 永久保管庫 総務部総務課長 総務係 廃棄
1998 総務部総務課 諸会議 運営審議会 運営審議会（第52回） 総務部総務課長 1999/4/1 30年 2029/3/31 紙 永久保管庫 総務部総務課長 総務係 廃棄
1998 総務部総務課 諸会議 運営審議会 運営審議会（第53回・第54回） 総務部総務課長 1999/4/1 30年 2029/3/31 紙 永久保管庫 総務部総務課長 総務係 廃棄
1999 総務部総務課 諸会議 運営審議会 運営審議会（第55回） 総務部総務課長 2000/4/1 30年 2030/3/31 紙 永久保管庫 総務部総務課長 総務係 廃棄
1999 総務部総務課 諸会議 運営審議会 運営審議会（第56回・第57回） 総務部総務課長 2000/4/1 30年 2030/3/31 紙 永久保管庫 総務部総務課長 総務係 廃棄
2000 総務部総務課 諸会議 運営審議会 運営審議会（第58回） 総務部総務課長 2001/4/1 30年 2031/3/31 紙 永久保管庫 総務部総務課長 総務係 廃棄
2000 総務部総務課 諸会議 運営審議会 運営審議会（第59回・第60回） 総務部総務課長 2001/4/1 30年 2031/3/31 紙 永久保管庫 総務部総務課長 総務係 廃棄
2001 総務部総務課 諸会議 運営審議会 運営審議会（第61回） 総務部総務課長 2002/4/1 30年 2032/3/31 紙 永久保管庫 総務部総務課長 総務係 廃棄
2001 総務部総務課 諸会議 運営審議会 運営審議会（第62回） 総務部総務課長 2002/4/1 30年 2032/3/31 紙 永久保管庫 総務部総務課長 総務係 廃棄
2001 総務部総務課 諸会議 運営審議会 運営審議会（第63回） 総務部総務課長 2002/4/1 30年 2032/3/31 紙 永久保管庫 総務部総務課長 総務係 廃棄
2002 総務部総務課 諸会議 運営審議会 運営審議会（第64回） 総務部総務課長 2003/4/1 30年 2033/3/31 紙 永久保管庫 総務部総務課長 総務係 廃棄
2002 総務部総務課 諸会議 運営審議会 第65回運営審議会 総務部総務課長 2003/4/1 30年 2033/3/31 紙 永久保管庫 総務部総務課長 総務係 廃棄
2002 総務部総務課 諸会議 運営審議会 第66回運営審議会 総務部総務課長 2003/4/1 30年 2033/3/31 紙 永久保管庫 総務部総務課長 総務係 廃棄
2003 総務部総務課 諸会議 運営審議会 第67回運営審議会 総務部総務課長 2004/4/1 30年 2034/3/31 紙 永久保管庫 総務部総務課長 総務係 廃棄
2003 総務部総務課 諸会議 理事会・評議員会 第1回評議員会　第1回理事会 総務部総務課長 2004/4/1 30年 2034/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2003 総務部総務課 諸会議 理事会・評議員会 第2回理事会 総務部総務課長 2004/4/1 30年 2034/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2003 総務部総務課 諸会議 理事会・評議員会 第2回評議員会　第3回理事会 総務部総務課長 2004/4/1 30年 2034/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2004 総務部総務課 諸会議 理事会・評議員会 第3回評議員会　第4回理事会 総務部総務課長 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2004 総務部総務課 諸会議 理事会・評議員会 第4回評議員会　第5回理事会 総務部総務課長 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2004 総務部総務課 諸会議 理事会・評議員会 第5回評議員会　第6回理事会 総務部総務課長 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2005 総務部総務課 諸会議 理事会・評議員会 第6回評議員会　第7回理事会（平成17年5月26日） 総務部総務課長 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2005 総務部総務課 諸会議 理事会・評議員会 第8回理事会（平成17年6月17日） 総務部総務課長 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2005 総務部総務課 諸会議 理事会・評議員会 第7回評議員会　第9回理事会（平成17年8月26日） 総務部総務課長 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2005 総務部総務課 諸会議 理事会・評議員会 第10回理事会（平成17年9月22日） 総務部総務課長 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2005 総務部総務課 諸会議 理事会・評議員会 第8回評議員会　第11回理事会（平成17年10月1日） 総務部総務課長 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2005 総務部総務課 諸会議 理事会・評議員会 第12回理事会（平成17年12月21日） 総務部総務課長 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2005 総務部総務課 諸会議 理事会・評議員会 第9回評議員会　第13回理事会（平成18年3月13日） 総務部総務課長 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2006 総務部総務課 諸会議 理事会・評議員会 第10回評議員会　第14回理事会 総務部総務課長 2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2006 総務部総務課 諸会議 理事会・評議員会 第11回評議員会　第15回理事会 総務部総務課長 2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2006 総務部総務課 諸会議 理事会・評議員会 第16回理事会 総務部総務課長 2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2006 総務部総務課 諸会議 理事会・評議員会 第12回評議員会　第17回理事会 総務部総務課長 2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2007 総務部総務課 諸会議 理事会・評議員会 第13回評議員会　第18回理事会 総務部総務企画課長 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2007 総務部総務課 諸会議 理事会・評議員会 第14回評議員会　第19回理事会 総務部総務企画課長 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2007 総務部総務課 諸会議 理事会・評議員会 第20回理事会 総務部総務企画課長 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2007 総務部総務課 諸会議 理事会・評議員会 第15回評議員会　第21回理事会 総務部総務企画課長 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2007 総務部総務課 諸会議 理事会・評議員会 第16回評議員会　第22回理事会 総務部総務企画課長 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2008 総務部総務課 諸会議 理事会・評議員会 第23回理事会　第17回評議員会 総務部総務企画課長 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2008 総務部総務課 諸会議 理事会・評議員会 第24回理事会 総務部総務企画課長 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2008 総務部総務課 諸会議 理事会・評議員会 第25回理事会　第18回評議員会 総務部総務企画課長 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2008 総務部総務課 諸会議 理事会・評議員会 第26回理事会 総務部総務企画課長 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2008 総務部総務課 諸会議 理事会・評議員会 第27回理事会　第19回評議員会 総務部総務企画課長 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2008 総務部総務課 諸会議 理事会・評議員会 第28回理事会 総務部総務企画課長 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2009 総務部総務課 諸会議 理事会・評議員会 第29回理事会　第20回評議員会 総合戦略企画室長 2010/4/1 30年 2040/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2009 総務部総務課 諸会議 理事会・評議員会 第30回理事会　第31回理事会 総合戦略企画室長 2010/4/1 30年 2040/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2009 総務部総務課 諸会議 理事会・評議員会 第32回理事会　第21回評議員会 総合戦略企画室長 2010/4/1 30年 2040/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2009 総務部総務課 諸会議 理事会・評議員会 第33回理事会 総合戦略企画室長 2010/4/1 30年 2040/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2009 総務部総務課 諸会議 理事会・評議員会 第34回理事会　第22回評議員会 総合戦略企画室長 2010/4/1 30年 2040/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2009 総務部総務課 諸会議 理事会・評議員会 第35回理事会　第23回評議員会 総合戦略企画室長 2010/4/1 30年 2040/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2010 総務部総務課 諸会議 理事会・評議員会 第36回理事会　第24回評議員会 総合戦略企画室長 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
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2010 総務部総務課 諸会議 理事会・評議員会 第37回理事会 総合戦略企画室長 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2010 総務部総務課 諸会議 理事会・評議員会 第38回理事会　第25回評議員会 総合戦略企画室長 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2010 総務部総務課 諸会議 理事会・評議員会 第39回理事会 総合戦略企画室長 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2010 総務部総務課 諸会議 理事会・評議員会 第40回理事会　第26回評議員会 総合戦略企画室長 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2011 総務部総務課 諸会議 理事会・評議員会 第41回理事会 総合戦略企画室長 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2011 総務部総務課 諸会議 理事会・評議員会 第42回理事会 総合戦略企画室長 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2011 総務部総務課 諸会議 理事会・評議員会 第43回理事会　第27回評議員会 総合戦略企画室長 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2011 総務部総務課 諸会議 理事会・評議員会 第44回理事会　第28回評議員会 総合戦略企画室長 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2011 総務部総務課 諸会議 理事会・評議員会 第45回理事会 総合戦略企画室長 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2011 総務部総務課 諸会議 理事会・評議員会 第46回理事会　第29回評議員会 総合戦略企画室長 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2011 総務部総務課 諸会議 理事会・評議員会 第47回理事会　第30回評議員会 総合戦略企画室長 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2011 総務部総務課 諸会議 理事会・評議員会 第48回理事会　第31回評議員会 総合戦略企画室長 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2012 総務部総務課 諸会議 理事会・評議員会 第49回理事会　第32回評議員会 総務部総務課長 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2012 総務部総務課 諸会議 理事会・評議員会 第50回理事会　第33回評議員会 総務部総務課長 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2012 総務部総務課 諸会議 理事会・評議員会 第51回理事会　第34回評議員会 総務部総務課長 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2013 総務部総務課 諸会議 理事会・評議員会 第52回理事会　第35回評議員会 総務部総務課長 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2013 総務部総務課 諸会議 理事会・評議員会 第53回理事会 総務部総務課長 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2013 総務部総務課 諸会議 理事会・評議員会 第54回理事会　第36回評議員会 総務部総務課長 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2013 総務部総務課 諸会議 理事会・評議員会 第55回理事会 総務部総務課長 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2013 総務部総務課 諸会議 理事会・評議員会 第56回理事会　第37回評議員会 総務部総務課長 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2013 総務部総務課 諸会議 理事会・評議員会 第57回理事会　第38回評議員会 総務部総務課長 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2013 総務部総務課 諸会議 理事会・評議員会 第58回理事会　第39回評議員会 総務部総務課長 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2014 総務部総務課 諸会議 理事会・評議員会 第59回理事会　第40回評議員会 総務部総務課長 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2014 総務部総務課 諸会議 理事会・評議員会 第60回理事会　第41回評議員会 総務部総務課長 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2014 総務部総務課 諸会議 理事会・評議員会 第61回理事会　第42回評議員会 総務部総務課長 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2014 総務部総務課 諸会議 理事会・評議員会 第62回理事会　第43回評議員会 総務部総務課長 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2015 総務部総務課 諸会議 理事会・評議員会 第63回理事会　第44回評議員会　 総務部総務課長 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2015 総務部総務課 諸会議 理事会・評議員会 第64回理事会 総務部総務課長 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2015 総務部総務課 諸会議 理事会・評議員会 第65回理事会　第45回評議員会　 総務部総務課長 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2015 総務部総務課 諸会議 理事会・評議員会 第66回理事会　 総務部総務課長 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2015 総務部総務課 諸会議 理事会・評議員会 第67回理事会　第46回評議員会　 総務部総務課長 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2015 総務部総務課 諸会議 理事会・評議員会 第68回理事会　第47回評議員会　 総務部総務課長 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2015 総務部総務課 諸会議 理事会・評議員会 第69回理事会　第48回評議員会　 総務部総務課長 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2016 総務部総務課 諸会議 理事会・評議員会 第70回理事会　第49回評議員会 総務部総務課長 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2016 総務部総務課 諸会議 理事会・評議員会 第71回理事会　第50回評議員会 総務部総務課長 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2016 総務部総務課 諸会議 理事会・評議員会 第72回理事会　第51回評議員会 総務部総務課長 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2016 総務部総務課 諸会議 理事会・評議員会 第73回理事会 総務部総務課長 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2016 総務部総務課 諸会議 理事会・評議員会 第74回理事会　第52回評議員会 総務部総務課長 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2017 総務部総務課 諸会議 理事会・評議員会 第75回理事会 総務部総務課長 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2017 総務部総務課 諸会議 理事会・評議員会 第76回理事会　第53回評議員会 総務部総務課長 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2017 総務部総務課 諸会議 理事会・評議員会 第77回理事会 総務部総務課長 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2017 総務部総務課 諸会議 理事会・評議員会 第78回理事会　第54回評議員会 総務部総務課長 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2017 総務部総務課 諸会議 理事会・評議員会 第79回理事会 総務部総務課長 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2017 総務部総務課 諸会議 理事会・評議員会 第80回理事会　第55回評議員会 総務部総務課長 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2017 総務部総務課 諸会議 理事会・評議員会 第81回理事会　第56回評議員会 総務部総務課長 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2017 総務部総務課 諸会議 理事会・評議員会 第82回理事会　第57回評議員会 総務部総務課長 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2018 総務部総務課 諸会議 理事会・評議員会 第83回理事会　第58回評議員会 総務部総務課長 2019/4/1 30年 2049/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2018 総務部総務課 諸会議 理事会・評議員会 第84回理事会　第59回評議員会 総務部総務課長 2019/4/1 30年 2049/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2018 総務部総務課 諸会議 理事会・評議員会 第85回理事会　第60回評議員会 総務部総務課長 2019/4/1 30年 2049/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2018 総務部総務課 諸会議 理事会・評議員会 第86回理事会　第61回評議員会 総務部総務課長 2019/4/1 30年 2049/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2018 総務部総務課 諸会議 理事会・評議員会 第87回理事会 総務部総務課長 2019/4/1 30年 2049/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2018 総務部総務課 諸会議 理事会・評議員会 第88回理事会　第62回評議員会 総務部総務課長 2019/4/1 30年 2049/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2018 総務部総務課 諸会議 理事会・評議員会 第89回理事会　第63回評議員会 総務部総務課長 2019/4/1 30年 2049/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2019 総務部総務課 諸会議 理事会・評議員会 第90回理事会　第64回評議員会 総務部総務課長 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2019 総務部総務課 諸会議 理事会・評議員会 第91回理事会 総務部総務課長 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2019 総務部総務課 諸会議 理事会・評議員会 第92回理事会　第65回評議員会 総務部総務課長 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2019 総務部総務課 諸会議 理事会・評議員会 第93回理事会 総務部総務課長 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2019 総務部総務課 諸会議 理事会・評議員会 第94回理事会　第66回評議員会 総務部総務課長 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2019 総務部総務課 諸会議 理事会・評議員会 第95回理事会　第67回評議員会 総務部総務課長 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2019 総務部総務課 諸会議 理事会・評議員会 第96回理事会　第68回評議員会 総務部総務課長 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2019 総務部総務課 諸会議 理事会・評議員会 第97回理事会　第69回評議員会 総務部総務課長 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2014 総務部総務課 諸会議 学長選考会議 平成26年度放送大学学長選考会議（第1回） 総務部総務課長 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2014 総務部総務課 諸会議 学長選考会議 平成26年度放送大学学長選考会議（第2回） 総務部総務課長 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2014 総務部総務課 諸会議 学長選考会議 平成26年度放送大学学長選考会議（第3回） 総務部総務課長 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2014 総務部総務課 諸会議 学長選考会議 平成26年度放送大学学長選考会議（第4回） 総務部総務課長 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2015 総務部総務課 諸会議 学長選考会議 平成27年度放送大学学長選考会議（第5回） 総務部総務課長 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2015 総務部総務課 諸会議 学長選考会議 平成27年度放送大学学長選考会議（第6回） 総務部総務課長 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2016 総務部総務課 諸会議 学長選考会議 平成28年度放送大学学長選考会議（第7回） 総務部総務課長 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2016 総務部総務課 諸会議 学長選考会議 平成28年度放送大学学長選考会議（第8回） 総務部総務課長 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
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措置結果
2016 総務部総務課 諸会議 学長選考会議 平成28年度放送大学学長選考会議（第9回） 総務部総務課長 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2016 総務部総務課 諸会議 学長選考会議 平成28年度放送大学学長選考会議（第10回） 総務部総務課長 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2017 総務部総務課 諸会議 学長選考会議 平成29年度放送大学学長選考会議（第11回） 総務部総務課長 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2018 総務部総務課 諸会議 学長選考会議 平成30年度放送大学学長選考会議（第12回） 総務部総務課長 2019/4/1 30年 2049/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2019 総務部総務課 諸会議 学長選考会議 令和元年度放送大学学長選考会議（第13回） 総務部総務課長 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
1983 総務部総務課 諸会議 教授会 教授会議事要旨等（昭和58年度） 教務課長 1984/4/1 60年 2044/3/31 紙 永久保管庫 総務部総務課長 総務係 廃棄 当初の保存期間満了日:2014年3月31日 延長期間:30年

1983 総務部総務課 諸会議 教授会 教授会資料（昭和58年度） 教務課長 1984/4/1 60年 2044/3/31 紙 永久保管庫 総務部総務課長 総務係 廃棄 当初の保存期間満了日:2014年3月31日 延長期間:30年

1984 総務部総務課 諸会議 教授会 教授会議事要旨等（昭和59年度） 教務課長 1985/4/1 60年 2045/3/31 紙 永久保管庫 総務部総務課長 総務係 廃棄 当初の保存期間満了日:2015年3月31日 延長期間:30年

1984 総務部総務課 諸会議 教授会 教授会資料（昭和59年度） 教務課長 1985/4/1 60年 2045/3/31 紙 永久保管庫 総務部総務課長 総務係 廃棄 当初の保存期間満了日:2015年3月31日 延長期間:30年

1985 総務部総務課 諸会議 教授会 教授会議事要旨等（昭和60年度） 教務課長 1986/4/1 60年 2046/3/31 紙 永久保管庫 総務部総務課長 総務係 廃棄 当初の保存期間満了日:2017年3月31日 延長期間:30年

1985 総務部総務課 諸会議 教授会 教授会資料（昭和60年度） 教務課長 1986/4/1 60年 2046/3/31 紙 永久保管庫 総務部総務課長 総務係 廃棄 当初の保存期間満了日:2017年3月31日 延長期間:30年

1986 総務部総務課 諸会議 教授会 教授会議事要旨等（昭和61年度） 教務課長 1987/4/1 60年 2047/3/31 紙 永久保管庫 総務部総務課長 総務係 廃棄 当初の保存期間満了日:2017年3月31日 延長期間:30年

1986 総務部総務課 諸会議 教授会 教授会資料（昭和61年度） 教務課長 1987/4/1 60年 2047/3/31 紙 永久保管庫 総務部総務課長 総務係 廃棄 当初の保存期間満了日:2017年3月31日 延長期間:30年

1987 総務部総務課 諸会議 教授会 教授会議事要旨等（昭和62年度） 教務課長 1988/4/1 60年 2048/3/31 紙 永久保管庫 総務部総務課長 総務係 廃棄 当初の保存期間満了日:2018年3月31日 延長期間:30年

1987 総務部総務課 諸会議 教授会 教授会資料（昭和62年度） 教務課長 1988/4/1 60年 2048/3/31 紙 永久保管庫 総務部総務課長 総務係 廃棄 当初の保存期間満了日:2018年3月31日 延長期間:30年

1988 総務部総務課 諸会議 教授会 教授会議事要旨等（昭和63年度） 教務課長 1989/4/1 60年 2049/3/31 紙 永久保管庫 総務部総務課長 総務係 廃棄 当初の保存期間満了日:2019年3月31日 延長期間:30年

1988 総務部総務課 諸会議 教授会 教授会資料（昭和63年度） 教務課長 1989/4/1 60年 2049/3/31 紙 永久保管庫 総務部総務課長 総務係 廃棄 当初の保存期間満了日:2019年3月31日 延長期間:30年

1989 総務部総務課 諸会議 教授会 教授会議事要旨等（平成元年度） 教務課長 1990/4/1 60年 2050/3/31 紙 永久保管庫 総務部総務課長 総務係 廃棄 当初の保存期間満了日:2020年3月31日 延長期間:30年

1989 総務部総務課 諸会議 教授会 教授会資料（平成元年度） 教務課長 1990/4/1 60年 2050/3/31 紙 永久保管庫 総務部総務課長 総務係 廃棄 当初の保存期間満了日:2020年3月31日 延長期間:30年

1990 総務部総務課 諸会議 教授会 教授会議事要旨等（平成2年度） 教務課長 1991/4/1 30年 2021/3/31 紙 永久保管庫 総務部総務課長 総務係 廃棄
1990 総務部総務課 諸会議 教授会 教授会資料（平成2年度） 教務課長 1991/4/1 30年 2021/3/31 紙 永久保管庫 総務部総務課長 総務係 廃棄
1991 総務部総務課 諸会議 教授会 教授会議事要旨等（平成3年度） 教務課長 1992/4/1 30年 2022/3/31 紙 永久保管庫 総務部総務課長 総務係 廃棄
1991 総務部総務課 諸会議 教授会 教授会資料（平成3年度） 教務課長 1992/4/1 30年 2022/3/31 紙 永久保管庫 総務部総務課長 総務係 廃棄
1992 総務部総務課 諸会議 教授会 教授会議事要旨等（平成4年度） 教務課長 1993/4/1 30年 2023/3/31 紙 永久保管庫 総務部総務課長 総務係 廃棄
1992 総務部総務課 諸会議 教授会 教授会資料（平成4年度） 教務課長 1993/4/1 30年 2023/3/31 紙 永久保管庫 総務部総務課長 総務係 廃棄
1993 総務部総務課 諸会議 教授会 教授会議事要旨等（平成5年度） 教務課長 1994/4/1 30年 2024/3/31 紙 永久保管庫 総務部総務課長 総務係 廃棄
1993 総務部総務課 諸会議 教授会 教授会資料（平成5年度） 教務課長 1994/4/1 30年 2024/3/31 紙 永久保管庫 総務部総務課長 総務係 廃棄
1994 総務部総務課 諸会議 教授会 教授会議事要旨等（平成6年度） 教務課長 1995/4/1 30年 2025/3/31 紙 永久保管庫 総務部総務課長 総務係 廃棄
1994 総務部総務課 諸会議 教授会 教授会資料（平成6年度） 教務課長 1995/4/1 30年 2025/3/31 紙 永久保管庫 総務部総務課長 総務係 廃棄
1995 総務部総務課 諸会議 教授会 教授会議事要旨等（平成7年度） 教務課長 1996/4/1 30年 2026/3/31 紙 永久保管庫 総務部総務課長 総務係 廃棄
1995 総務部総務課 諸会議 教授会 教授会資料（平成7年度） 教務課長 1996/4/1 30年 2026/3/31 紙 永久保管庫 総務部総務課長 総務係 廃棄
1996 総務部総務課 諸会議 教授会 教授会議事要旨等（平成8年度） 教務課長 1997/4/1 30年 2027/3/31 紙 永久保管庫 総務部総務課長 総務係 廃棄
1996 総務部総務課 諸会議 教授会 教授会資料（平成8年度） 教務課長 1997/4/1 30年 2027/3/31 紙 永久保管庫 総務部総務課長 総務係 廃棄
1997 総務部総務課 諸会議 教授会 教授会議事要旨等（平成9年度） 教務課長 1998/4/1 30年 2028/3/31 紙 永久保管庫 総務部総務課長 総務係 廃棄
1997 総務部総務課 諸会議 教授会 教授会資料（平成9年度） 教務課長 1998/4/1 30年 2028/3/31 紙 永久保管庫 総務部総務課長 総務係 廃棄
1998 総務部総務課 諸会議 教授会 教授会議事要旨等（平成10年度） 教務課長 1999/4/1 30年 2029/3/31 紙 永久保管庫 総務部総務課長 総務係 廃棄
1998 総務部総務課 諸会議 教授会 教授会資料（平成10年度） 教務課長 1999/4/1 30年 2029/3/31 紙 永久保管庫 総務部総務課長 総務係 廃棄
1999 総務部総務課 諸会議 教授会 教授会議事要旨等（平成11年度） 教務課長 2000/4/1 30年 2030/3/31 紙 永久保管庫 総務部総務課長 総務係 廃棄
1999 総務部総務課 諸会議 教授会 教授会資料（平成11年度） 教務課長 2000/4/1 30年 2030/3/31 紙 永久保管庫 総務部総務課長 総務係 廃棄
2000 総務部総務課 諸会議 教授会 教授会議事要旨等（平成12年度） 教務課長 2001/4/1 30年 2031/3/31 紙 永久保管庫 総務部総務課長 総務係 廃棄
2000 総務部総務課 諸会議 教授会 教授会資料（平成12年度） 教務課長 2001/4/1 30年 2031/3/31 紙 永久保管庫 総務部総務課長 総務係 廃棄
2001 総務部総務課 諸会議 教授会 教授会議事要旨等（平成13年度） 教務課長 2002/4/1 30年 2032/3/31 紙 永久保管庫 総務部総務課長 総務係 廃棄
2001 総務部総務課 諸会議 教授会 教授会資料（平成13年度） 教務課長 2002/4/1 30年 2032/3/31 紙 永久保管庫 総務部総務課長 総務係 廃棄
2002 総務部総務課 諸会議 教授会 教授会議事要旨等（平成14年度） 教務課長 2003/4/1 30年 2033/3/31 紙 永久保管庫 総務部総務課長 総務係 廃棄
2002 総務部総務課 諸会議 教授会 教授会資料（平成14年度） 教務課長 2003/4/1 30年 2033/3/31 紙 永久保管庫 総務部総務課長 総務係 廃棄
2003 総務部総務課 諸会議 教授会 教授会議事要旨等（平成15年度） 教務課長 2004/4/1 30年 2034/3/31 紙 永久保管庫 総務部総務課長 総務係 廃棄
2003 総務部総務課 諸会議 教授会 教授会資料（平成15年度） 教務課長 2004/4/1 30年 2034/3/31 紙 永久保管庫 総務部総務課長 総務係 廃棄
2004 総務部総務課 諸会議 教授会 教授会議事要旨（平成16年度） 教務部企画課長 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 永久保管庫 総務部総務課長 総務係 廃棄
2004 総務部総務課 諸会議 教授会 教授会資料（平成16年度） 教務課長 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 永久保管庫 総務部総務課長 総務係 廃棄
2005 総務部総務課 諸会議 教授会 教授会議事要旨（平成17年度） 教務部企画課長 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 永久保管庫 総務部総務課長 総務係 廃棄
2005 総務部総務課 諸会議 教授会 教授会資料（平成17年度） 教務課長 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 永久保管庫 総務部総務課長 総務係 廃棄
2007 総務部総務課 諸会議 教授会 教授会議事要旨（平成18年度～19年度） 教務部企画課長 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 永久保管庫 総務部総務課長 総務係 廃棄
2006 総務部総務課 諸会議 教授会 教授会資料（平成18年度） 教務課長 2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 永久保管庫 総務部総務課長 総務係 廃棄
2007 総務部総務課 諸会議 教授会 教授会資料（平成19年度） 教務課長 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 永久保管庫 総務部総務課長 総務係 廃棄
2008 総務部総務課 諸会議 教授会 教授会資料（平成20年度） 総務企画課長 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 永久保管庫 総務部総務課長 総務係 廃棄
2009 総務部総務課 諸会議 教授会 教授会資料（平成21年度） 総務企画課長 2010/4/1 30年 2040/3/31 紙 永久保管庫 総務部総務課長 総務係 廃棄
2010 総務部総務課 諸会議 教授会 教授会資料（平成22年度） 総務企画課長 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙 永久保管庫 総務部総務課長 総務係 廃棄
2011 総務部総務課 諸会議 教授会 教授会資料（平成23年度） 総務企画課長 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2012 総務部総務課 諸会議 教授会 教授会資料（平成24年度） 総務部総務課長 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2013 総務部総務課 諸会議 教授会 教授会資料（平成25年度） 総務部総務課長 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2014 総務部総務課 諸会議 教授会 教授会資料（平成26年度） 総務部総務課長 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2015 総務部総務課 諸会議 教授会 教授会資料（平成27年度） 総務部総務課長 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2016 総務部総務課 諸会議 教授会 教授会資料（平成28年度） 総務部総務課長 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2017 総務部総務課 諸会議 教授会 教授会資料（平成29年度） 総務部総務課長 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2018 総務部総務課 諸会議 教授会 教授会資料（平成30年度） 総務部総務課長 2019/4/1 30年 2049/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2019 総務部総務課 諸会議 教授会 教授会資料（平成31年度） 総務部総務課長 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
1983 総務部総務課 諸会議 評議会 評議会（第1回～第10回） 総務部総務課長 1984/4/1 60年 2044/3/31 紙 永久保管庫 総務部総務課長 総務係 廃棄 当初の保存期間満了日:2014年3月31日 延長期間:30年

1983 総務部総務課 諸会議 評議会 評議会（第11回～第24回） 総務部総務課長 1984/4/1 60年 2044/3/31 紙 永久保管庫 総務部総務課長 総務係 廃棄 当初の保存期間満了日:2014年3月31日 延長期間:30年

1984 総務部総務課 諸会議 評議会 評議会（第39回～第46回） 総務部総務課長 1985/4/1 60年 2045/3/31 紙 永久保管庫 総務部総務課長 総務係 廃棄 当初の保存期間満了日:2015年3月31日 延長期間:30年
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1984 総務部総務課 諸会議 評議会 評議会（第47回～第65回） 総務部総務課長 1985/4/1 60年 2045/3/31 紙 永久保管庫 総務部総務課長 総務係 廃棄 当初の保存期間満了日:2015年3月31日 延長期間:30年

1985 総務部総務課 諸会議 評議会 評議会（第66回～第82回） 総務部総務課長 1986/4/1 60年 2046/3/31 紙 永久保管庫 総務部総務課長 総務係 廃棄 当初の保存期間満了日:2016年3月31日 延長期間:30年

1986 総務部総務課 諸会議 評議会 評議会（第83回～第90回） 総務部総務課長 1987/4/1 60年 2047/3/31 紙 永久保管庫 総務部総務課長 総務係 廃棄 当初の保存期間満了日:2017年3月31日 延長期間:30年

1983 総務部総務課 諸会議 評議会 評議会議事要旨・議事日程（第1回～第90回） 総務部総務課長 1984/4/1 60年 2044/3/31 紙 永久保管庫 総務部総務課長 総務係 廃棄 当初の保存期間満了日:2014年3月31日 延長期間:30年

1987 総務部総務課 諸会議 評議会 評議会（第91回～第100回） 総務部総務課長 1988/4/1 60年 2048/3/31 紙 永久保管庫 総務部総務課長 総務係 廃棄 当初の保存期間満了日:2018年3月31日 延長期間:30年

1987 総務部総務課 諸会議 評議会 評議会（第101回～第108回） 総務部総務課長 1988/4/1 60年 2048/3/31 紙 永久保管庫 総務部総務課長 総務係 廃棄 当初の保存期間満了日:2018年3月31日 延長期間:30年

1988 総務部総務課 諸会議 評議会 評議会（第109回～第115回） 総務部総務課長 1989/4/1 60年 2049/3/31 紙 永久保管庫 総務部総務課長 総務係 廃棄 当初の保存期間満了日:2019年3月31日 延長期間:30年

1988 総務部総務課 諸会議 評議会 評議会（第116回～第127回） 総務部総務課長 1989/4/1 60年 2049/3/31 紙 永久保管庫 総務部総務課長 総務係 廃棄 当初の保存期間満了日:2019年3月31日 延長期間:30年

1989 総務部総務課 諸会議 評議会 評議会（第128回～第138回） 総務部総務課長 1990/4/1 60年 2050/3/31 紙 永久保管庫 総務部総務課長 総務係 廃棄 当初の保存期間満了日:2020年3月31日 延長期間:30年

1989 総務部総務課 諸会議 評議会 評議会（第139回～第148回） 総務部総務課長 1990/4/1 60年 2050/3/31 紙 永久保管庫 総務部総務課長 総務係 廃棄 当初の保存期間満了日:2020年3月31日 延長期間:30年

1990 総務部総務課 諸会議 評議会 評議会（第149回～第156回） 総務部総務課長 1991/4/1 30年 2021/3/31 紙 永久保管庫 総務部総務課長 総務係 廃棄
1990 総務部総務課 諸会議 評議会 評議会（第157回～第163回） 総務部総務課長 1991/4/1 30年 2021/3/31 紙 永久保管庫 総務部総務課長 総務係 廃棄
1991 総務部総務課 諸会議 評議会 評議会（第164回～第172回） 総務部総務課長 1992/4/1 30年 2022/3/31 紙 永久保管庫 総務部総務課長 総務係 廃棄
1991 総務部総務課 諸会議 評議会 評議会（第173回～第191回） 総務部総務課長 1992/4/1 30年 2022/3/31 紙 永久保管庫 総務部総務課長 総務係 廃棄
1992 総務部総務課 諸会議 評議会 評議会（第192回～第197回） 総務部総務課長 1993/4/1 30年 2023/3/31 紙 永久保管庫 総務部総務課長 総務係 廃棄
1993 総務部総務課 諸会議 評議会 評議会（第198回～第210回） 総務部総務課長 1994/4/1 30年 2024/3/31 紙 永久保管庫 総務部総務課長 総務係 廃棄
1993 総務部総務課 諸会議 評議会 評議会（第211回～第229回） 総務部総務課長 1994/4/1 30年 2024/3/31 紙 永久保管庫 総務部総務課長 総務係 廃棄
1995 総務部総務課 諸会議 評議会 評議会（平成7年度第230回～第245回） 総務部総務課長 1996/4/1 30年 2026/3/31 紙 永久保管庫 総務部総務課長 総務係 廃棄
1996 総務部総務課 諸会議 評議会 評議会（平成8年度第246回～第262回） 総務部総務課長 1997/4/1 30年 2027/3/31 紙 永久保管庫 総務部総務課長 総務係 廃棄
1997 総務部総務課 諸会議 評議会 評議会（平成9年度第263回～第279回） 総務部総務課長 1998/4/1 30年 2028/3/31 紙 永久保管庫 総務部総務課長 総務係 廃棄
1998 総務部総務課 諸会議 評議会 評議会（平成10年度第280回～第299回） 総務部総務課長 1999/4/1 30年 2029/3/31 紙 永久保管庫 総務部総務課長 総務係 廃棄
1999 総務部総務課 諸会議 評議会 評議会（平成11年度第300回～第322回） 総務部総務課長 2000/4/1 30年 2030/3/31 紙 永久保管庫 総務部総務課長 総務係 廃棄
2000 総務部総務課 諸会議 評議会 評議会（平成12年度第323回～第337回） 総務部総務課長 2001/4/1 30年 2031/3/31 紙 永久保管庫 総務部総務課長 総務係 廃棄
2001 総務部総務課 諸会議 評議会 評議会（平成13年度第338回～第351回） 総務部総務課長 2002/4/1 30年 2032/3/31 紙 永久保管庫 総務部総務課長 総務係 廃棄
2002 総務部総務課 諸会議 評議会 評議会（平成14年度第352回） 総務部総務課長 2003/4/1 30年 2033/3/31 紙 永久保管庫 総務部総務課長 総務係 廃棄
2003 総務部総務課 諸会議 評議会 評議会（平成15年度） 総務部総務課長 2004/4/1 30年 2034/3/31 紙 永久保管庫 総務部総務課長 総務係 廃棄
2004 総務部総務課 諸会議 評議会 評議会（平成16年度） 総務部総務課長 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 永久保管庫 総務部総務課長 総務係 廃棄
2005 総務部総務課 諸会議 評議会 評議会（平成17年度） 総務部総務課長 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 永久保管庫 総務部総務課長 総務係 廃棄
2006 総務部総務課 諸会議 評議会 評議会（平成18年度） 総務部総務課長 2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 永久保管庫 総務部総務課長 総務係 廃棄
2007 総務部総務課 諸会議 評議会 評議会（平成19年度） 総務部総務企画課長 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 永久保管庫 総務部総務課長 総務係 廃棄
2008 総務部総務課 諸会議 評議会 評議会（平成20年度） 総務部総務企画課長 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 永久保管庫 総務部総務課長 総務係 廃棄
2009 総務部総務課 諸会議 評議会 評議会（平成21年度） 総務部総務課長 2010/4/1 30年 2040/3/31 紙 永久保管庫 総務部総務課長 総務係 廃棄
2009 総務部総務課 諸会議 評議会 平成21年度評議会資料 総務部総務課長 2010/4/1 30年 2040/3/31 紙 永久保管庫 総務部総務課長 総務係 廃棄
2010 総務部総務課 諸会議 評議会 評議会（平成22年度） 総務部総務課長 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙 永久保管庫 総務部総務課長 総務係 廃棄
2011 総務部総務課 諸会議 評議会 評議会（平成23年度） 総務部総務課長 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2012 総務部総務課 諸会議 評議会 評議会（平成24年度） 総務部総務課長 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2013 総務部総務課 諸会議 評議会 評議会（平成25年度） 総務部総務課長 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2014 総務部総務課 諸会議 評議会 評議会（平成26年度） 総務部総務課長 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2015 総務部総務課 諸会議 評議会 評議会（平成27年度） 総務部総務課長 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2016 総務部総務課 諸会議 評議会 評議会（平成28年度） 総務部総務課長 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2017 総務部総務課 諸会議 評議会 評議会（平成29年度） 総務部総務課長 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2018 総務部総務課 諸会議 評議会 評議会（平成30年度） 総務部総務課長 2019/4/1 30年 2049/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2019 総務部総務課 諸会議 評議会 評議会（平成31年度） 総務部総務課長 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2012 総務部総務課 諸会議 危機管理委員会 危機管理委員会（平成24年度） 総務部総務課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2013 総務部総務課 諸会議 危機管理委員会 危機管理委員会（平成25年度） 総務部総務課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2014 総務部総務課 諸会議 危機管理委員会 危機管理委員会（平成26年度） 総務部総務課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2015 総務部総務課 諸会議 危機管理委員会 危機管理委員会（平成27年度） 総務部総務課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2016 総務部総務課 諸会議 危機管理委員会 危機管理委員会（平成28年度） 総務部総務課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2017 総務部総務課 諸会議 危機管理委員会 危機管理委員会（平成29年度） 総務部総務課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2018 総務部総務課 諸会議 危機管理委員会 危機管理委員会（平成30年度） 総務部総務課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2019 総務部総務課 諸会議 危機管理委員会 危機管理委員会（平成31年度） 総務部総務課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2000 総務部総務課 諸会議 特殊法人等苦情相談連絡協議会 特殊法人等苦情相談連絡協議会（総会・部会）（平成10～12年度） 総務部総務課長 2001/4/1 20年 2021/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄 当初の保存期間満了日:2011年3月31日 延長期間:10年

2001 総務部総務課 諸会議 特殊法人等苦情相談連絡協議会 特殊法人等苦情相談連絡協議会（総会・部会）（平成13年度） 総務部総務課長 2002/4/1 20年 2022/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄 当初の保存期間満了日:2012年3月31日 延長期間:10年

1987 総務部総務課 規程 規程関係 諸規程・申合せ事項等（昭和62年度～平成4年度） 総務部総務課長 1988/4/1 60年 2048/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄 当初の保存期間満了日:2018年3月31日 延長期間:30年

1996 総務部総務課 規程 規程関係 諸規程綴（平成5年度～平成9年度） 総務部総務課長 1997/4/1 30年 2027/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2012 総務部総務課 規程 規程関係 諸規程綴（平成14年度～平成24年度） 総務部総務企画課長 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2016 総務部総務課 規程 規程関係 諸規程綴（平成25年度～平成28年度） 総務部総務課長 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
1997 総務部総務課 規程 規程関係 全国化による学習センターへの改組に伴う規則改正関係（平成10年度） 総務部総務課長 1998/4/1 30年 2028/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2017 総務部総務課 職員 出勤簿 平成29年度出勤簿総務課 総務部総務課長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2017 総務部総務課 職員 出勤簿 平成29年度出勤簿総務課（西研究棟２階) 総務部総務課長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2018 総務部総務課 職員 出勤簿 平成30年度出勤簿総務課 総務部総務課長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2018 総務部総務課 職員 出勤簿 平成30年度出勤簿総務課（西研究棟２階) 総務部総務課長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2019 総務部総務課 職員 出勤簿 2019年度出勤簿総務課 総務部総務課長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2019 総務部総務課 職員 出勤簿 2019年度出勤簿総務課（西研究棟２階) 総務部総務課長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2017 総務部総務課 職員 休暇簿 平成29年度休暇簿 総務課 総務部総務課長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2017 総務部総務課 職員 休暇簿 平成29年度休暇簿 総務課（西研究棟２階) 総務部総務課長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2018 総務部総務課 職員 休暇簿 平成30年度休暇簿 総務課 総務部総務課長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2018 総務部総務課 職員 休暇簿 平成30年度休暇簿 総務課（西研究棟２階) 総務部総務課長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2019 総務部総務課 職員 休暇簿 平成31年度休暇簿 総務課 総務部総務課長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
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2019 総務部総務課 職員 休暇簿 平成31年度休暇簿 総務課（西研究棟２階) 総務部総務課長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2017 総務部総務課 職員 勤務時間報告 平成29年度　勤務時間報告 総務部総務課長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2018 総務部総務課 職員 勤務時間報告 平成30年度　勤務時間報告 総務部総務課長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2019 総務部総務課 職員 勤務時間報告 平成31年度　勤務時間報告 総務部総務課長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2017 総務部総務課 職員 週休日・勤務時間割振表 週休日の振替等について(平成29年度) 総務部総務課長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2018 総務部総務課 職員 週休日・勤務時間割振表 週休日の振替等について(平成30年度) 総務部総務課長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2019 総務部総務課 職員 週休日・勤務時間割振表 週休日の振替等について(平成31年度) 総務部総務課長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 総務係 廃棄
2015 総務部総務課 職員 勤務時間報告書 勤務時間報告書(27年4月分) 総務部総務課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 職員係 廃棄
2015 総務部総務課 職員 勤務時間報告書 勤務時間報告書(27年5月分) 総務部総務課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 職員係 廃棄
2015 総務部総務課 職員 勤務時間報告書 勤務時間報告書(27年6月分) 総務部総務課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 職員係 廃棄
2015 総務部総務課 職員 勤務時間報告書 勤務時間報告書(27年7月分) 総務部総務課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 職員係 廃棄
2015 総務部総務課 職員 勤務時間報告書 勤務時間報告書(27年8月分) 総務部総務課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 職員係 廃棄
2015 総務部総務課 職員 勤務時間報告書 勤務時間報告書(27年9月分) 総務部総務課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 職員係 廃棄
2015 総務部総務課 職員 勤務時間報告書 勤務時間報告書(27年10月分) 総務部総務課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 職員係 廃棄
2016 総務部総務課 職員 勤務時間報告書 勤務時間報告書(27年11月分) 総務部総務課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 職員係 廃棄
2015 総務部総務課 職員 勤務時間報告書 勤務時間報告書(27年12月分) 総務部総務課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 職員係 廃棄
2015 総務部総務課 職員 勤務時間報告書 勤務時間報告書(28年1月分) 総務部総務課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 職員係 廃棄
2015 総務部総務課 職員 勤務時間報告書 勤務時間報告書(28年2月分) 総務部総務課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 職員係 廃棄
2015 総務部総務課 職員 勤務時間報告書 勤務時間報告書(28年3月分) 総務部総務課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 職員係 廃棄
2016 総務部総務課 職員 勤務時間報告書 勤務時間報告書(28年4月分) 総務部総務課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 職員係 廃棄
2016 総務部総務課 職員 勤務時間報告書 勤務時間報告書(28年5月分) 総務部総務課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 職員係 廃棄
2016 総務部総務課 職員 勤務時間報告書 勤務時間報告書(28年6月分) 総務部総務課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 職員係 廃棄
2016 総務部総務課 職員 勤務時間報告書 勤務時間報告書(28年7月分) 総務部総務課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 職員係 廃棄
2016 総務部総務課 職員 勤務時間報告書 勤務時間報告書(28年8月分) 総務部総務課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 職員係 廃棄
2016 総務部総務課 職員 勤務時間報告書 勤務時間報告書(28年9月分) 総務部総務課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 職員係 廃棄
2016 総務部総務課 職員 勤務時間報告書 勤務時間報告書(28年10月分) 総務部総務課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 職員係 廃棄
2016 総務部総務課 職員 勤務時間報告書 勤務時間報告書(28年11月分) 総務部総務課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 職員係 廃棄
2016 総務部総務課 職員 勤務時間報告書 勤務時間報告書(28年12月分) 総務部総務課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 職員係 廃棄
2016 総務部総務課 職員 勤務時間報告書 勤務時間報告書(29年1月分) 総務部総務課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 職員係 廃棄
2016 総務部総務課 職員 勤務時間報告書 勤務時間報告書(29年2月分) 総務部総務課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 職員係 廃棄
2016 総務部総務課 職員 勤務時間報告書 勤務時間報告書(29年3月分) 総務部総務課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 職員係 廃棄
2017 総務部総務課 職員 勤務時間報告書 勤務時間報告書(29年4月分) 総務部総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 職員係 廃棄
2017 総務部総務課 職員 勤務時間報告書 勤務時間報告書(29年5月分) 総務部総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 職員係 廃棄
2017 総務部総務課 職員 勤務時間報告書 勤務時間報告書(29年6月分) 総務部総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 職員係 廃棄
2017 総務部総務課 職員 勤務時間報告書 勤務時間報告書(29年7月分) 総務部総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 職員係 廃棄
2017 総務部総務課 職員 勤務時間報告書 勤務時間報告書(29年8月分) 総務部総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 職員係 廃棄
2017 総務部総務課 職員 勤務時間報告書 勤務時間報告書(29年9月分) 総務部総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 職員係 廃棄
2017 総務部総務課 職員 勤務時間報告書 勤務時間報告書(29年10月分) 総務部総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 職員係 廃棄
2017 総務部総務課 職員 勤務時間報告書 勤務時間報告書(29年11月分) 総務部総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 職員係 廃棄
2017 総務部総務課 職員 勤務時間報告書 勤務時間報告書(29年12月分) 総務部総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 職員係 廃棄
2017 総務部総務課 職員 勤務時間報告書 勤務時間報告書(30年1月分) 総務部総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 職員係 廃棄
2017 総務部総務課 職員 勤務時間報告書 勤務時間報告書(30年2月分) 総務部総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 職員係 廃棄
2017 総務部総務課 職員 勤務時間報告書 勤務時間報告書(30年3月分) 総務部総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 職員係 廃棄
2018 総務部総務課 職員 勤務時間報告書 勤務時間報告書(30年4月分) 総務部総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 職員係 廃棄
2018 総務部総務課 職員 勤務時間報告書 勤務時間報告書(30年5月分) 総務部総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 職員係 廃棄
2018 総務部総務課 職員 勤務時間報告書 勤務時間報告書(30年6月分) 総務部総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 職員係 廃棄
2018 総務部総務課 職員 勤務時間報告書 勤務時間報告書(30年7月分) 総務部総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 職員係 廃棄
2018 総務部総務課 職員 勤務時間報告書 勤務時間報告書(30年8月分) 総務部総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 職員係 廃棄
2018 総務部総務課 職員 勤務時間報告書 勤務時間報告書(30年9月分) 総務部総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 職員係 廃棄
2018 総務部総務課 職員 勤務時間報告書 勤務時間報告書(30年10月分) 総務部総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 職員係 廃棄
2018 総務部総務課 職員 勤務時間報告書 勤務時間報告書(30年11月分) 総務部総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 職員係 廃棄
2018 総務部総務課 職員 勤務時間報告書 勤務時間報告書(30年12月分) 総務部総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 職員係 廃棄
2018 総務部総務課 職員 勤務時間報告書 勤務時間報告書(31年1月分) 総務部総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 職員係 廃棄
2018 総務部総務課 職員 勤務時間報告書 勤務時間報告書(31年2月分) 総務部総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 職員係 廃棄
2018 総務部総務課 職員 勤務時間報告書 勤務時間報告書(31年3月分) 総務部総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 職員係 廃棄
2019 総務部総務課 職員 勤務時間報告書 勤務時間報告書(31年4月分) 総務部総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 職員係 廃棄
2019 総務部総務課 職員 勤務時間報告書 勤務時間報告書(R1年5月分) 総務部総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 職員係 廃棄
2019 総務部総務課 職員 勤務時間報告書 勤務時間報告書(R1年6月分) 総務部総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 職員係 廃棄
2019 総務部総務課 職員 勤務時間報告書 勤務時間報告書(R1年7月分) 総務部総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 職員係 廃棄
2019 総務部総務課 職員 勤務時間報告書 勤務時間報告書(R1年8月分) 総務部総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 職員係 廃棄
2019 総務部総務課 職員 勤務時間報告書 勤務時間報告書(R1年9月分) 総務部総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 職員係 廃棄
2019 総務部総務課 職員 勤務時間報告書 勤務時間報告書(R1年10月分) 総務部総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 職員係 廃棄
2019 総務部総務課 職員 勤務時間報告書 勤務時間報告書(R1年11月分) 総務部総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 職員係 廃棄
2019 総務部総務課 職員 勤務時間報告書 勤務時間報告書(R1年12月分) 総務部総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 職員係 廃棄
2019 総務部総務課 職員 勤務時間報告書 勤務時間報告書(R2年1月分) 総務部総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 職員係 廃棄
2019 総務部総務課 職員 勤務時間報告書 勤務時間報告書(R2年2月分) 総務部総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 職員係 廃棄
2019 総務部総務課 職員 勤務時間報告書 勤務時間報告書(R2年3月分) 総務部総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 職員係 廃棄
2015 総務部総務課 職員 健康診断 定期健康診断（平成27年度） 総務部総務課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 職員係 廃棄
2016 総務部総務課 職員 健康診断 定期健康診断（平成28年度） 総務部総務課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 職員係 廃棄
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措置結果
2017 総務部総務課 職員 健康診断 定期健康診断（平成29年度） 総務部総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 職員係 廃棄
2018 総務部総務課 職員 健康診断 定期健康診断（平成30年度） 総務部総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 職員係 廃棄
2019 総務部総務課 職員 健康診断 定期健康診断（平成31年度） 総務部総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 職員係 廃棄
2015 総務部総務課 職員 人間ドック 人間ドック（27年度） 総務部総務課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 職員係 廃棄
2016 総務部総務課 職員 人間ドック 人間ドック（28年度） 総務部総務課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 職員係 廃棄
2017 総務部総務課 職員 人間ドック 人間ドック（29年度） 総務部総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 職員係 廃棄
2018 総務部総務課 職員 人間ドック 人間ドック（30年度） 総務部総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 職員係 廃棄
2019 総務部総務課 職員 人間ドック 人間ドック（31年度） 総務部総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 職員係 廃棄
2010 総務部総務課 職員 栄典関係 栄典関係（平成16年4月～平成22年3月） 総務部総務課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 職員係 廃棄
2014 総務部総務課 職員 栄典関係 栄典関係（平成22年4月～平成26年3月） 総務部総務課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 職員係 廃棄
2015 総務部総務課 職員 栄典関係 栄典関係(平成27年度) 総務部総務課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 職員係 廃棄
2016 総務部総務課 職員 栄典関係 栄典関係(平成28年度) 総務部総務課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 職員係 廃棄
2017 総務部総務課 職員 栄典関係 栄典関係(平成29年度) 総務部総務課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 職員係 廃棄
2018 総務部総務課 職員 栄典関係 栄典関係(平成30年度) 総務部総務課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 職員係 廃棄
2019 総務部総務課 職員 栄典関係 栄典関係(平成31年度) 総務部総務課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 職員係 廃棄
2017 総務部総務課 職員 研修・講習 新規採用者研修（平成29年度） 総務部総務課長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 職員係 廃棄
2018 総務部総務課 職員 研修・講習 新規採用者研修（平成30年度） 総務部総務課長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 職員係 廃棄
2019 総務部総務課 職員 研修・講習 新規採用者研修（平成31年度） 総務部総務課長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 職員係 廃棄
2017 総務部総務課 職員 研修・講習 研修関係（29年度） 総務部総務課長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 職員係 廃棄
2018 総務部総務課 職員 研修・講習 研修関係（30年度） 総務部総務課長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 職員係 廃棄
2019 総務部総務課 職員 研修・講習 研修関係（31年度） 総務部総務課長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 職員係 廃棄
2015 総務部総務課 職員 職員宿舎 宿舎関係(平成27年度) 総務部総務課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 職員係 廃棄
2016 総務部総務課 職員 職員宿舎 宿舎関係(平成28年度) 総務部総務課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 職員係 廃棄
2015 総務部総務課 職員 購入依頼書 購入依頼書（平成27年度） 総務部総務課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 職員係 廃棄
2016 総務部総務課 職員 購入依頼書 購入依頼書（平成28年度） 総務部総務課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 職員係 廃棄
2017 総務部総務課 職員 購入依頼書 購入依頼書（平成29年度） 総務部総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 職員係 廃棄
2018 総務部総務課 職員 購入依頼書 購入依頼書（平成30年度） 総務部総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 職員係 廃棄
2019 総務部総務課 職員 購入依頼書 購入依頼書（平成31年度） 総務部総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 職員係 廃棄
2015 総務部総務課 職員 ハラスメント ハラスメント対応（平成27年度） 総務部総務課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 職員係 廃棄
2016 総務部総務課 職員 ハラスメント ハラスメント対応（平成28年度） 総務部総務課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 職員係 廃棄
2017 総務部総務課 職員 ハラスメント ハラスメント対応（平成29年度） 総務部総務課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 職員係 廃棄
2018 総務部総務課 職員 ハラスメント ハラスメント対応（平成30年度） 総務部総務課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 職員係 廃棄
2019 総務部総務課 職員 ハラスメント ハラスメント対応（平成31年度） 総務部総務課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 職員係 廃棄
2015 総務部総務課 職員 労災 労働災害関係(平成27年度) 総務部総務課長 2016/4/1 5年(完結の日から） 紙 総務課 総務部総務課長 職員係 廃棄
2016 総務部総務課 職員 労災 労働災害関係(平成28年度) 総務部総務課長 2017/4/1 5年(完結の日から） 紙 総務課 総務部総務課長 職員係 廃棄
2017 総務部総務課 職員 労災 労働災害関係(平成29年度) 総務部総務課長 2018/4/1 5年(完結の日から） 紙 総務課 総務部総務課長 職員係 廃棄
2018 総務部総務課 職員 労災 労働災害関係(平成30年度) 総務部総務課長 2019/4/1 5年(完結の日から） 紙 総務課 総務部総務課長 職員係 廃棄
2019 総務部総務課 職員 労災 労働災害関係(平成31年度) 総務部総務課長 2020/4/1 5年(完結の日から） 紙 総務課 総務部総務課長 職員係 廃棄
2015 総務部総務課 職員 労災 法定外補償労働災害保険加入関係(平成27年度) 総務部総務課長 2016/4/1 5年(完結の日から） 紙 総務課 総務部総務課長 職員係 廃棄
2016 総務部総務課 職員 労災 法定外補償労働災害保険加入関係(平成28年度) 総務部総務課長 2017/4/1 5年(完結の日から） 紙 総務課 総務部総務課長 職員係 廃棄
2017 総務部総務課 職員 労災 法定外補償労働災害保険加入関係(平成29年度) 総務部総務課長 2018/4/1 5年(完結の日から） 紙 総務課 総務部総務課長 職員係 廃棄
2018 総務部総務課 職員 労災 法定外補償労働災害保険加入関係(平成30年度) 総務部総務課長 2019/4/1 5年(完結の日から） 紙 総務課 総務部総務課長 職員係 廃棄
2019 総務部総務課 職員 労災 法定外補償労働災害保険加入関係(平成31年度) 総務部総務課長 2020/4/1 5年(完結の日から） 紙 総務課 総務部総務課長 職員係 廃棄
2010 総務部総務課 職員 財形貯蓄 財形貯蓄控除明細書(平成22年度) 総務部総務課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 職員係 廃棄
2011 総務部総務課 職員 財形貯蓄 財形貯蓄控除明細書(平成23年度) 総務部総務課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 職員係 廃棄
2012 総務部総務課 職員 財形貯蓄 財形貯蓄控除明細書(平成24年度) 総務部総務課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 職員係 廃棄
2013 総務部総務課 職員 財形貯蓄 財形貯蓄控除明細書(平成25年度) 総務部総務課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 職員係 廃棄
2014 総務部総務課 職員 財形貯蓄 財形貯蓄控除明細書(平成26年度) 総務部総務課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 職員係 廃棄
2015 総務部総務課 職員 財形貯蓄 財形貯蓄控除明細書(平成27年度) 総務部総務課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 職員係 廃棄
2016 総務部総務課 職員 財形貯蓄 財形貯蓄控除明細書(平成28年度) 総務部総務課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 職員係 廃棄
2017 総務部総務課 職員 財形貯蓄 財形貯蓄控除明細書(平成29年度) 総務部総務課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 職員係 廃棄
2018 総務部総務課 職員 財形貯蓄 財形貯蓄控除明細書(平成30年度) 総務部総務課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 職員係 廃棄
2019 総務部総務課 職員 財形貯蓄 財形貯蓄控除明細書(平成31年度) 総務部総務課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 職員係 廃棄
2010 総務部総務課 職員 財形貯蓄 財形貯蓄預金明細書(平成22年度) 総務部総務課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 職員係 廃棄
2011 総務部総務課 職員 財形貯蓄 財形貯蓄預金明細書(平成23年度) 総務部総務課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 職員係 廃棄
2012 総務部総務課 職員 財形貯蓄 財形貯蓄預金明細書(平成24年度) 総務部総務課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 職員係 廃棄
2013 総務部総務課 職員 財形貯蓄 財形貯蓄預金明細書(平成25年度) 総務部総務課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 職員係 廃棄
2014 総務部総務課 職員 財形貯蓄 財形貯蓄預金明細書(平成26年度) 総務部総務課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 職員係 廃棄
2015 総務部総務課 職員 財形貯蓄 財形貯蓄預金明細書(平成27年度) 総務部総務課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 職員係 廃棄
2016 総務部総務課 職員 財形貯蓄 財形貯蓄預金明細書(平成28年度) 総務部総務課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 職員係 廃棄
2017 総務部総務課 職員 財形貯蓄 財形貯蓄預金明細書(平成29年度) 総務部総務課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 職員係 廃棄
2018 総務部総務課 職員 財形貯蓄 財形貯蓄預金明細書(平成30年度) 総務部総務課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 職員係 廃棄
2019 総務部総務課 職員 財形貯蓄 財形貯蓄預金明細書(平成31年度) 総務部総務課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 職員係 廃棄
2010 総務部総務課 職員 私立学校・雇用保険 私学共済・雇用保険（平成22年度） 総務部総務課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 職員係 廃棄
2011 総務部総務課 職員 私立学校・雇用保険 私学共済・雇用保険（平成23年度） 総務部総務課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 職員係 廃棄
2012 総務部総務課 職員 私立学校・雇用保険 私立学校・雇用保険（平成24年度） 総務部総務課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 職員係 廃棄
2013 総務部総務課 職員 私立学校・雇用保険 私立学校・雇用保険（平成25年度） 総務部総務課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 職員係 廃棄
2014 総務部総務課 職員 私立学校・雇用保険 私立学校・雇用保険（平成26年度） 総務部総務課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 職員係 廃棄
2015 総務部総務課 職員 私立学校・雇用保険 私学共済（平成27年度） 総務部総務課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 職員係 廃棄



14/374

大分類 中分類
備考作成・取得年度等

文書分類
小分類 法人文書ファイル名 作成・取得者 起算日 保存期間

保存期間満了
時期

媒体の種別 保存場所 管理者 管理担当係等
保存期間満了時の

措置結果
2016 総務部総務課 職員 私立学校・雇用保険 私学共済（平成28年度） 総務部総務課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 職員係 廃棄
2017 総務部総務課 職員 私立学校・雇用保険 私学共済（平成29年度） 総務部総務課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 職員係 廃棄
2018 総務部総務課 職員 私立学校・雇用保険 私学共済（平成30年度） 総務部総務課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 職員係 廃棄
2019 総務部総務課 職員 私立学校・雇用保険 私学共済（平成31年度） 総務部総務課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 職員係 廃棄
2015 総務部総務課 職員 継続長期組合員 地方公務員継続長期関係（平成27年度） 総務部総務課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 職員係 廃棄
2016 総務部総務課 職員 継続長期組合員 地方公務員継続長期関係（平成28年度） 総務部総務課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 職員係 廃棄
2017 総務部総務課 職員 継続長期組合員 地方公務員継続長期関係（平成29年度） 総務部総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 職員係 廃棄
2018 総務部総務課 職員 継続長期組合員 地方公務員継続長期関係（平成30年度） 総務部総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 職員係 廃棄
2019 総務部総務課 職員 継続長期組合員 地方公務員継続長期関係（平成31年度） 総務部総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 職員係 廃棄
2015 総務部総務課 職員 継続長期組合員 継続長期組合員（平成27年度） 総務部総務課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 職員係 廃棄
2016 総務部総務課 職員 継続長期組合員 継続長期組合員（平成28年度） 総務部総務課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 職員係 廃棄
2017 総務部総務課 職員 継続長期組合員 継続長期組合員（平成29年度） 総務部総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 職員係 廃棄
2018 総務部総務課 職員 継続長期組合員 継続長期組合員（平成30年度） 総務部総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 職員係 廃棄
2019 総務部総務課 職員 継続長期組合員 継続長期組合員（平成31年度） 総務部総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 職員係 廃棄
2016 総務部総務課 職員 雇用保険 雇用保険(平成28年度) 総務部総務課長 2017/4/1 4年 2021/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 職員係 廃棄
2017 総務部総務課 職員 雇用保険 雇用保険(平成29年度) 総務部総務課長 2018/4/1 4年 2022/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 職員係 廃棄
2018 総務部総務課 職員 雇用保険 雇用保険(平成30年度) 総務部総務課長 2019/4/1 4年 2023/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 職員係 廃棄
2019 総務部総務課 職員 雇用保険 雇用保険(平成31年度) 総務部総務課長 2020/4/1 4年 2024/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 職員係 廃棄
2017 総務部総務課 職員 生命保険 団体扱い生命保険関係（平成29年度） 総務部総務課長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 職員係 廃棄
2018 総務部総務課 職員 生命保険 団体扱い生命保険関係（平成30年度） 総務部総務課長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 職員係 廃棄
2019 総務部総務課 職員 生命保険 団体扱い生命保険関係（平成31年度） 総務部総務課長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 職員係 廃棄
2017 総務部総務課 職員 職員録 職員録関係（平成29年度） 総務部総務課長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 職員係 廃棄
2018 総務部総務課 職員 職員録 職員録関係（平成30年度） 総務部総務課長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 職員係 廃棄
2019 総務部総務課 職員 職員録 職員録関係（平成31年度） 総務部総務課長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 職員係 廃棄
2006 総務部総務課 職員 育児休業・介護休業 早出遅出・育児休業・育児短時間勤務（旧：休業手続き） 総務部総務課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 職員係 廃棄
2015 総務部総務課 職員 育児休業・介護休業 育児休業・育児短時間勤務・介護休業・早出遅出勤務（平成27年度） 総務部総務課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 職員係 廃棄
2016 総務部総務課 職員 育児休業・介護休業 育児休業・育児短時間勤務・介護休業・早出遅出勤務（平成28年度） 総務部総務課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 職員係 廃棄
2017 総務部総務課 職員 育児休業・介護休業 育児休業・育児短時間勤務・介護休業・早出遅出勤務（平成29年度） 総務部総務課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 職員係 廃棄
2018 総務部総務課 職員 育児休業・介護休業 育児休業・育児短時間勤務・介護休業・早出遅出勤務（平成30年度） 総務部総務課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 職員係 廃棄
2019 総務部総務課 職員 育児休業・介護休業 育児休業・育児短時間勤務・介護休業・早出遅出勤務（平成31年度） 総務部総務課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 職員係 廃棄
2010 総務部総務課 職員 兼業 兼業（平成22年度） 総務部総務課長 2011/4/1 3年（兼業終了後） 紙 総務課 総務部総務課長 職員係 廃棄
2011 総務部総務課 職員 兼業 兼業（平成23年度） 総務部総務課長 2012/4/1 3年（兼業終了後） 紙 総務課 総務部総務課長 職員係 廃棄
2012 総務部総務課 職員 兼業 兼業（平成24年度） 総務部総務課長 2013/4/1 3年（兼業終了後） 紙 総務課 総務部総務課長 職員係 廃棄
2013 総務部総務課 職員 兼業 兼業（平成25年度） 総務部総務課長 2014/4/1 3年（兼業終了後） 紙 総務課 総務部総務課長 職員係 廃棄
2014 総務部総務課 職員 兼業 兼業（平成26年度） 総務部総務課長 2015/4/1 3年(兼業終了後) 紙 総務課 総務部総務課長 職員係 廃棄
2015 総務部総務課 職員 兼業 兼業（平成27年度） 総務部総務課長 2016/4/1 3年(兼業終了後) 紙 総務課 総務部総務課長 職員係 廃棄
2016 総務部総務課 職員 兼業 兼業（平成28年度） 総務部総務課長 2017/4/1 3年(兼業終了後) 紙 総務課 総務部総務課長 職員係 廃棄
2017 総務部総務課 職員 兼業 兼業（平成29年度） 総務部総務課長 2018/4/1 3年(兼業終了後) 紙 総務課 総務部総務課長 職員係 廃棄
2018 総務部総務課 職員 兼業 兼業（平成30年度） 総務部総務課長 2019/4/1 3年(兼業終了後) 紙 総務課 総務部総務課長 職員係 廃棄
2019 総務部総務課 職員 兼業 兼業（平成31年度） 総務部総務課長 2020/4/1 3年(兼業終了後) 紙 総務課 総務部総務課長 職員係 廃棄
2015 総務部総務課 職員 ハラスメント ハラスメント関係(平成27年度) 総務部総務課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 職員係 廃棄
2016 総務部総務課 職員 ハラスメント ハラスメント関係(平成28年度) 総務部総務課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 職員係 廃棄
2017 総務部総務課 職員 ハラスメント ハラスメント関係(平成29年度) 総務部総務課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 職員係 廃棄
2018 総務部総務課 職員 ハラスメント ハラスメント関係(平成30年度) 総務部総務課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 職員係 廃棄
2019 総務部総務課 職員 ハラスメント ハラスメント関係(平成31年度) 総務部総務課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 職員係 廃棄
2019 総務部総務課 職員 レクリエーション レクリエーション（平成31年度） 総務部総務課長 2020/4/1 1年 2021/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 職員係 廃棄
2019 総務部総務課 職員 食堂関係 食堂関係（平成31年度） 総務部総務課長 2020/4/1 1年 2021/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 職員係 廃棄
2015 総務部総務課 職員 メンタルヘルスセミナー メンタルヘルスセミナー(平成27年度) 総務部総務課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 職員係 廃棄
2015 総務部総務課 職員 教育研究活動表彰 教育研究活動表彰(平成26年度) 総務部総務課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 職員係 廃棄
2015 総務部総務課 職員 教育研究活動表彰 教育研究活動表彰(平成27年度) 総務部総務課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 職員係 廃棄
2016 総務部総務課 職員 教育研究活動表彰 教育研究活動表彰(平成28年度) 総務部総務課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 職員係 廃棄
2017 総務部総務課 職員 教育研究活動表彰 教育研究活動表彰(平成29年度) 総務部総務課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 職員係 廃棄
2018 総務部総務課 職員 教育研究活動表彰 教育研究活動表彰(平成30年度) 総務部総務課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 職員係 廃棄
2019 総務部総務課 職員 教育研究活動表彰 教育研究活動表彰(平成31年度) 総務部総務課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 職員係 廃棄
2015 総務部総務課 職員 永年勤続活動表彰 永年勤続活動表彰(平成27年度) 総務部総務課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 職員係 廃棄
2014 総務部総務課 諸会議 人事委員会 人事委員会（平成21年度～平成26年度） 総務部総務課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 人事係 廃棄
2015 総務部総務課 諸会議 人事委員会 人事委員会（平成27年度～） 総務部総務課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 人事係 廃棄
2015 総務部総務課 職員 各種証明書 在職証明等（平成27年度） 総務部総務課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 人事係 廃棄
2019 総務部総務課 職員 各種証明書 在職証明等（平成31年度） 総務部総務課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 人事係 廃棄
2015 総務部総務課 職員 各種証明書 割愛・履歴証明等（平成27年度～） 総務部総務課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 人事係 廃棄
2010 総務部総務課 給与 給与関係 保険料控除申告書（平成22年） 総務部総務課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 総務部総務課長 人事係 廃棄
2011 総務部総務課 給与 給与関係 保険料控除申告書（平成23年） 総務部総務課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 人事係 廃棄
2012 総務部総務課 給与 給与関係 保険料控除申告書（平成24年） 総務部総務課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 人事係 廃棄
2013 総務部総務課 給与 給与関係 保険料控除申告書（平成25年） 総務部総務課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 人事係 廃棄
2014 総務部総務課 給与 給与関係 保険料控除申告書（平成26年） 総務部総務課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 人事係 廃棄
2015 総務部総務課 給与 給与関係 保険料控除申告書（平成27年） 総務部総務課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 人事係 廃棄
2016 総務部総務課 給与 給与関係 保険料控除申告書（平成28年） 総務部総務課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 人事係 廃棄
2017 総務部総務課 給与 給与関係 保険料控除申告書（平成29年） 総務部総務課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 人事係 廃棄
2018 総務部総務課 給与 給与関係 保険料控除申告書（平成30年） 総務部総務課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 人事係 廃棄
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措置結果
2019 総務部総務課 給与 給与関係 保険料控除申告書（平成31年） 総務部総務課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 人事係 廃棄
2010 総務部総務課 給与 給与関係 基準給与簿（平成22年） 総務部総務課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 総務部総務課長 人事係 廃棄
2011 総務部総務課 給与 給与関係 基準給与簿（平成23年） 総務部総務課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 人事係 廃棄
2012 総務部総務課 給与 給与関係 基準給与簿（平成24年） 総務部総務課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 人事係 廃棄
2013 総務部総務課 給与 給与関係 基準給与簿（平成25年） 総務部総務課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 人事係 廃棄
2014 総務部総務課 給与 給与関係 基準給与簿（平成26年） 総務部総務課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 電磁的記録 人事係NAS 総務部総務課長 人事係 廃棄
2015 総務部総務課 給与 給与関係 基準給与簿（平成27年） 総務部総務課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 電磁的記録 人事係NAS 総務部総務課長 人事係 廃棄
2016 総務部総務課 給与 給与関係 基準給与簿（平成28年） 総務部総務課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 人事係 廃棄
2017 総務部総務課 給与 給与関係 基準給与簿（平成29年） 総務部総務課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 人事係 廃棄
2018 総務部総務課 給与 給与関係 基準給与簿（平成30年） 総務部総務課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 人事係 廃棄
2019 総務部総務課 給与 給与関係 基準給与簿（平成31年） 総務部総務課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 電磁的記録 人事係NAS 総務部総務課長 人事係 廃棄
2010 総務部総務課 給与 給与関係 給与支払総括表（平成22年度） 総務部総務課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 総務部総務課長 人事係 廃棄
2011 総務部総務課 給与 給与関係 給与支払総括表（平成23年度） 総務部総務課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 人事係 廃棄
2012 総務部総務課 給与 給与関係 給与支払総括表（平成24年度） 総務部総務課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 人事係 廃棄
2013 総務部総務課 給与 給与関係 給与支払総括表（平成25年度） 総務部総務課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 人事係 廃棄
2014 総務部総務課 給与 給与関係 給与支払総括表（平成26年度） 総務部総務課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 人事係 廃棄
2015 総務部総務課 給与 給与関係 給与支払総括表（平成27年度） 総務部総務課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 人事係 廃棄
2016 総務部総務課 給与 給与関係 給与支払総括表（平成28年度） 総務部総務課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 人事係 廃棄
2017 総務部総務課 給与 給与関係 給与支払総括表（平成29年度） 総務部総務課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 人事係 廃棄
2018 総務部総務課 給与 給与関係 給与支払総括表（平成30年度） 総務部総務課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 人事係 廃棄
2019 総務部総務課 給与 給与関係 給与支払総括表（平成31年度） 総務部総務課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 電磁的記録 人事係NAS 総務部総務課長 人事係 廃棄
2010 総務部総務課 給与 給与関係 源泉徴収票（平成22年） 総務部総務課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 人事係 廃棄
2011 総務部総務課 給与 給与関係 源泉徴収票（平成23年） 総務部総務課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 人事係 廃棄
2012 総務部総務課 給与 給与関係 源泉徴収票（平成24年） 総務部総務課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 人事係 廃棄
2013 総務部総務課 給与 給与関係 源泉徴収票（平成25年） 総務部総務課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 人事係 廃棄
2014 総務部総務課 給与 給与関係 源泉徴収票（平成26年） 総務部総務課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 電磁的記録 人事係NAS 総務部総務課長 人事係 廃棄
2015 総務部総務課 給与 給与関係 源泉徴収票（平成27年） 総務部総務課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 電磁的記録 人事係NAS 総務部総務課長 人事係 廃棄
2016 総務部総務課 給与 給与関係 源泉徴収票（平成28年） 総務部総務課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 電磁的記録 人事係NAS 総務部総務課長 人事係 廃棄
2017 総務部総務課 給与 給与関係 源泉徴収票（平成29年） 総務部総務課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 電磁的記録 人事係NAS 総務部総務課長 人事係 廃棄
2018 総務部総務課 給与 給与関係 源泉徴収票（平成30年） 総務部総務課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 電磁的記録 人事係NAS 総務部総務課長 人事係 廃棄
2019 総務部総務課 給与 給与関係 源泉徴収票（平成31年） 総務部総務課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 電磁的記録 人事係NAS 総務部総務課長 人事係 廃棄
2010 総務部総務課 給与 給与関係 児童手当事業主拠出金通知書（平成22年度） 総務部総務課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 総務部総務課長 職員係 廃棄
2011 総務部総務課 給与 給与関係 児童手当事業主拠出金通知書（平成23年度） 総務部総務課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 職員係 廃棄
2012 総務部総務課 給与 給与関係 児童手当事業主拠出金通知書（平成24年度） 総務部総務課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 職員係 廃棄
2013 総務部総務課 給与 給与関係 児童手当事業主拠出金通知書（平成25年度） 総務部総務課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 職員係 廃棄
2014 総務部総務課 給与 給与関係 児童手当事業主拠出金通知書（平成26年度） 総務部総務課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 職員係 廃棄
2015 総務部総務課 給与 給与関係 子ども・子育て事業主拠出金通知書（平成27年度） 総務部総務課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 職員係 廃棄
2016 総務部総務課 給与 給与関係 子ども・子育て事業主拠出金通知書（平成28年度） 総務部総務課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 職員係 廃棄
2017 総務部総務課 給与 給与関係 子ども・子育て事業主拠出金通知書（平成29年度） 総務部総務課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 職員係 廃棄
2018 総務部総務課 給与 給与関係 子ども・子育て事業主拠出金通知書（平成30年度） 総務部総務課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 職員係 廃棄
2019 総務部総務課 給与 給与関係 子ども・子育て事業主拠出金通知書（平成31年度） 総務部総務課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 職員係 廃棄
2010 総務部総務課 給与 給与関係 国共済（平成22年度） 総務部総務課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 総務部総務課長 職員係 廃棄
2011 総務部総務課 給与 給与関係 国共済（平成23年度） 総務部総務課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 職員係 廃棄
2012 総務部総務課 給与 給与関係 国共済（平成24年度） 総務部総務課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 職員係 廃棄
2013 総務部総務課 給与 給与関係 国共済（平成25年度） 総務部総務課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 職員係 廃棄
2014 総務部総務課 給与 給与関係 国共済（平成26年度） 総務部総務課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 職員係 廃棄
2015 総務部総務課 給与 給与関係 国共済（平成27年度） 総務部総務課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 職員係 廃棄
2016 総務部総務課 給与 給与関係 国共済（平成28年度） 総務部総務課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 職員係 廃棄
2017 総務部総務課 給与 給与関係 国共済（平成29年度） 総務部総務課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 職員係 廃棄
2018 総務部総務課 給与 給与関係 国共済（平成30年度） 総務部総務課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 職員係 廃棄
2019 総務部総務課 給与 給与関係 国共済（平成31年度） 総務部総務課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 職員係 廃棄
2010 総務部総務課 給与 給与関係 扶養控除等申告書（平成22年） 総務部総務課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 総務部総務課長 人事係 廃棄
2011 総務部総務課 給与 給与関係 扶養控除等申告書（平成23年） 総務部総務課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 人事係 廃棄
2012 総務部総務課 給与 給与関係 扶養控除等申告書（平成24年） 総務部総務課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 人事係 廃棄
2013 総務部総務課 給与 給与関係 扶養控除等申告書（平成25年） 総務部総務課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 人事係 廃棄
2014 総務部総務課 給与 給与関係 扶養控除等申告書（平成26年） 総務部総務課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 人事係 廃棄
2015 総務部総務課 給与 給与関係 扶養控除等申告書（平成27年） 総務部総務課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 人事係 廃棄
2016 総務部総務課 給与 給与関係 扶養控除等申告書（平成28年） 総務部総務課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 人事係 廃棄
2017 総務部総務課 給与 給与関係 扶養控除等申告書（平成29年） 総務部総務課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 人事係 廃棄
2018 総務部総務課 給与 給与関係 扶養控除等申告書（平成30年） 総務部総務課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 人事係 廃棄
2019 総務部総務課 給与 給与関係 扶養控除等申告書（平成31年） 総務部総務課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 人事係 廃棄
2010 総務部総務課 給与 給与関係 労働保険（平成21年度確定・平成22年度概算） 総務部総務課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 総務部総務課長 人事係 廃棄
2011 総務部総務課 給与 給与関係 労働保険（平成22年度確定・平成23年度概算） 総務部総務課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 人事係 廃棄
2012 総務部総務課 給与 給与関係 労働保険（平成23年度確定・平成24年度概算） 総務部総務課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 人事係 廃棄
2013 総務部総務課 給与 給与関係 労働保険（平成24年度確定・平成25年度概算） 総務部総務課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 人事係 廃棄
2014 総務部総務課 給与 給与関係 労働保険（平成25年度確定・平成26年度概算） 総務部総務課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 人事係 廃棄
2015 総務部総務課 給与 給与関係 労働保険（平成26年度確定・平成27年度概算） 総務部総務課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 人事係 廃棄
2016 総務部総務課 給与 給与関係 労働保険（平成27年度確定・平成28年度概算） 総務部総務課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 人事係 廃棄
2017 総務部総務課 給与 給与関係 労働保険（平成28年度確定・平成29年度概算） 総務部総務課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 人事係 廃棄
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措置結果
2018 総務部総務課 給与 給与関係 労働保険（平成29年度確定・平成30年度概算） 総務部総務課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 人事係 廃棄
2019 総務部総務課 給与 給与関係 労働保険（平成30年度確定・平成31年度概算） 総務部総務課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 人事係 廃棄
2010 総務部総務課 給与 給与関係 期末手当・勤勉手当（平成22年度） 総務部総務課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 人事係 廃棄
2011 総務部総務課 給与 給与関係 期末手当・勤勉手当（平成23年度） 総務部総務課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 人事係 廃棄
2012 総務部総務課 給与 給与関係 期末手当・勤勉手当（平成24年度） 総務部総務課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 人事係 廃棄
2013 総務部総務課 給与 給与関係 期末手当・勤勉手当（平成25年度） 総務部総務課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 人事係 廃棄
2014 総務部総務課 給与 給与関係 期末手当・勤勉手当（平成26年度） 総務部総務課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 人事係 廃棄
2015 総務部総務課 給与 給与関係 期末手当・勤勉手当（平成27年度） 総務部総務課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 人事係 廃棄
2016 総務部総務課 給与 給与関係 期末手当・勤勉手当（平成28年度） 総務部総務課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 人事係 廃棄
2017 総務部総務課 給与 給与関係 期末手当・勤勉手当（平成29年度） 総務部総務課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 人事係 廃棄
2018 総務部総務課 給与 給与関係 期末手当・勤勉手当（平成30年度） 総務部総務課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 人事係 廃棄
2019 総務部総務課 給与 給与関係 期末手当・勤勉手当（平成31年度） 総務部総務課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 人事係 廃棄
2010 総務部総務課 給与 給与関係 国共済（NIME）（平成22年度） 総務部総務課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 総務部総務課長 職員係 廃棄
2011 総務部総務課 給与 給与関係 国共済（NIME）（平成23年度） 総務部総務課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 職員係 廃棄
2012 総務部総務課 給与 給与関係 国共済（NIME）（平成24年度） 総務部総務課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 職員係 廃棄
2013 総務部総務課 給与 給与関係 国共済（NIME）（平成25年度） 総務部総務課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 職員係 廃棄
2014 総務部総務課 給与 給与関係 国共済（NIME）（平成26年度） 総務部総務課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 職員係 廃棄
2015 総務部総務課 給与 給与関係 国共済（NIME）（平成27年度） 総務部総務課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 職員係 廃棄
2016 総務部総務課 給与 給与関係 国共済（NIME）（平成28年度） 総務部総務課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 職員係 廃棄
2017 総務部総務課 給与 給与関係 国共済（NIME）（平成29年度） 総務部総務課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 職員係 廃棄
2018 総務部総務課 給与 給与関係 国共済（NIME）（平成30年度） 総務部総務課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 職員係 廃棄
2019 総務部総務課 給与 給与関係 国共済（NIME）（平成31年度） 総務部総務課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 職員係 廃棄
2011 総務部総務課 給与 給与関係 地方共済（平成23年度） 総務部総務課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 職員係 廃棄
2012 総務部総務課 給与 給与関係 地方共済（平成24年度） 総務部総務課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 職員係 廃棄
2013 総務部総務課 給与 給与関係 地方共済（平成25年度） 総務部総務課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 職員係 廃棄
2014 総務部総務課 給与 給与関係 地方共済（平成26年度） 総務部総務課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 職員係 廃棄
2015 総務部総務課 給与 給与関係 地方共済（平成27年度） 総務部総務課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 職員係 廃棄
2016 総務部総務課 給与 給与関係 地方共済（平成28年度） 総務部総務課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 職員係 廃棄
2017 総務部総務課 給与 給与関係 地方共済（平成29年度） 総務部総務課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 職員係 廃棄
2018 総務部総務課 給与 給与関係 地方共済（平成30年度） 総務部総務課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 職員係 廃棄
2019 総務部総務課 給与 給与関係 地方共済（平成31年度） 総務部総務課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 職員係 廃棄
2011 総務部総務課 給与 給与関係 私学共済（平成23年度） 総務部総務課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 職員係 廃棄
2012 総務部総務課 給与 給与関係 私学共済（平成24年度） 総務部総務課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 職員係 廃棄
2013 総務部総務課 給与 給与関係 私学共済（平成25年度） 総務部総務課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 職員係 廃棄
2014 総務部総務課 給与 給与関係 私学共済（平成26年度） 総務部総務課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 職員係 廃棄
2015 総務部総務課 給与 給与関係 私学共済（平成27年度） 総務部総務課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 職員係 廃棄
2016 総務部総務課 給与 給与関係 私学共済（平成28年度） 総務部総務課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 職員係 廃棄
2017 総務部総務課 給与 給与関係 私学共済（平成29年度） 総務部総務課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 職員係 廃棄
2018 総務部総務課 給与 給与関係 私学共済（平成30年度） 総務部総務課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 職員係 廃棄
2019 総務部総務課 給与 給与関係 私学共済（平成31年度） 総務部総務課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 職員係 廃棄
2014 総務部総務課 給与 諸手当 諸手当認定簿（常勤職員）【平成26年度退職者】 総務部総務課長 2015/4/1 3年(支給喪失から) 紙 総務課 総務部総務課長 人事係 廃棄
2014 総務部総務課 給与 諸手当 諸手当認定簿（非常勤職員）【平成26年度退職者】 総務部総務課長 2015/4/1 3年(支給喪失から) 紙 総務課 総務部総務課長 人事係 廃棄
2015 総務部総務課 給与 諸手当 諸手当認定簿（常勤職員・非常勤職員）【平成27年度退職者】 総務部総務課長 2016/4/1 3年(支給喪失から) 紙 総務課 総務部総務課長 人事係 廃棄
2016 総務部総務課 給与 諸手当 諸手当認定簿（常勤職員・非常勤職員）【平成28年度退職者】 総務部総務課長 2017/4/1 3年(支給喪失から) 紙 総務課 総務部総務課長 人事係 廃棄
2017 総務部総務課 給与 諸手当 諸手当認定簿（常勤職員・非常勤職員）【平成29年度退職者】 総務部総務課長 2018/4/1 3年(支給喪失から) 紙 総務課 総務部総務課長 人事係 廃棄
2018 総務部総務課 給与 諸手当 諸手当認定簿（常勤職員・非常勤職員）【平成30年度退職者】 総務部総務課長 2019/4/1 3年(支給喪失から) 紙 総務課 総務部総務課長 人事係 廃棄
2019 総務部総務課 給与 諸手当 諸手当認定簿（常勤職員・非常勤職員）【平成31年度退職者】 総務部総務課長 2020/4/1 3年(支給喪失から) 紙 総務課 総務部総務課長 人事係 廃棄
2014 総務部総務課 給与 諸手当 平成26年度　ＳＣ諸手当関係（北海道～静岡） 総務部総務課長 2015/4/1 3年(支給喪失から) 紙 総務課 総務部総務課長 人事係 廃棄
2015 総務部総務課 給与 諸手当 平成27年度　ＳＣ諸手当関係（北海道～静岡） 総務部総務課長 2016/4/1 3年(支給喪失から) 紙 総務課 総務部総務課長 人事係 廃棄
2016 総務部総務課 給与 諸手当 平成28年度　ＳＣ諸手当関係（北海道～甲信越・北陸ブロック） 総務部総務課長 2017/4/1 3年(支給喪失から) 紙 総務課 総務部総務課長 人事係 廃棄
2017 総務部総務課 給与 諸手当 平成29年度　ＳＣ諸手当関係（北海道～甲信越・北陸ブロック） 総務部総務課長 2018/4/1 3年(支給喪失から) 紙 総務課 総務部総務課長 人事係 廃棄
2018 総務部総務課 給与 諸手当 平成30年度　ＳＣ諸手当関係（北海道～甲信越・北陸ブロック） 総務部総務課長 2019/4/1 3年(支給喪失から) 紙 総務課 総務部総務課長 人事係 廃棄
2019 総務部総務課 給与 諸手当 平成31年度　ＳＣ諸手当関係（北海道～甲信越・北陸ブロック） 総務部総務課長 2020/4/1 3年(支給喪失から) 紙 総務課 総務部総務課長 人事係 廃棄
2014 総務部総務課 給与 諸手当 平成26年度　ＳＣ諸手当関係（愛知～沖縄） 総務部総務課長 2015/4/1 3年(支給喪失から) 紙 総務課 総務部総務課長 人事係 廃棄
2015 総務部総務課 給与 諸手当 平成27年度　ＳＣ諸手当関係（愛知～沖縄） 総務部総務課長 2016/4/1 3年(支給喪失から) 紙 総務課 総務部総務課長 人事係 廃棄
2016 総務部総務課 給与 諸手当 平成28年度　ＳＣ諸手当関係（東海～九州・沖縄ブロック） 総務部総務課長 2017/4/1 3年(支給喪失から) 紙 総務課 総務部総務課長 人事係 廃棄
2017 総務部総務課 給与 諸手当 平成29年度　ＳＣ諸手当関係（東海～九州・沖縄ブロック） 総務部総務課長 2018/4/1 3年(支給喪失から) 紙 総務課 総務部総務課長 人事係 廃棄
2018 総務部総務課 給与 諸手当 平成30年度　ＳＣ諸手当関係（東海～九州・沖縄ブロック） 総務部総務課長 2019/4/1 3年(支給喪失から) 紙 総務課 総務部総務課長 人事係 廃棄
2019 総務部総務課 給与 諸手当 平成31年度　ＳＣ諸手当関係（東海～九州・沖縄ブロック） 総務部総務課長 2020/4/1 3年(支給喪失から) 紙 総務課 総務部総務課長 人事係 廃棄
2014 総務部総務課 給与 諸手当 通勤追給・通勤手当支給停止届・通勤手当支給開始届（H25.9～H27.3） 総務部総務課長 2015/4/1 3年(支給喪失から) 紙 総務課 総務部総務課長 人事係 廃棄
2016 総務部総務課 給与 諸手当 通勤追給・通勤手当支給停止届・通勤手当支給開始届（H27.4～） 総務部総務課長 2017/4/1 3年(支給喪失から) 紙 総務課 総務部総務課長 人事係 廃棄
2016 総務部総務課 給与 諸手当 通勤追給、通勤手当支給停止届・開始届、通勤手当支給適正化関係（H28年度） 総務部総務課長 2017/4/1 3年(支給喪失から) 紙 総務課 総務部総務課長 人事係 廃棄
2017 総務部総務課 給与 諸手当 通勤追給、通勤手当支給停止届・開始届、通勤手当支給適正化関係（H29年度） 総務部総務課長 2018/4/1 3年(支給喪失から) 紙 総務課 総務部総務課長 人事係 廃棄
2018 総務部総務課 給与 諸手当 通勤追給、通勤手当支給停止届・開始届、通勤手当支給適正化関係（H30年度） 総務部総務課長 2019/4/1 3年(支給喪失から) 紙 総務課 総務部総務課長 人事係 廃棄
2019 総務部総務課 給与 諸手当 通勤追給、通勤手当支給停止届・開始届、通勤手当支給適正化関係（H31年度） 総務部総務課長 2020/4/1 3年(支給喪失から) 紙 総務課 総務部総務課長 人事係 廃棄
2016 総務部総務課 給与 諸手当 寒冷地手当（平成19年度～） 総務部総務課長 2017/4/1 3年(支給喪失から) 紙 総務課 総務部総務課長 人事係 廃棄
2016 総務部総務課 給与 諸手当 教員免許更新講習特別手当（平成26年度～） 総務部総務課長 2017/4/1 3年(支給喪失から) 紙 総務課 総務部総務課長 人事係 廃棄
2018 総務部総務課 給与 諸手当（現況確認） 平成30年度　諸手当現況確認　教員・常勤職員 総務部総務課長 2019/4/1 2年 2021/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 人事係 廃棄
2018 総務部総務課 給与 諸手当（現況確認） 平成30年度　諸手当現況確認　事務職員 総務部総務課長 2019/4/1 2年 2021/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 人事係 廃棄
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措置結果
2019 総務部総務課 給与 諸手当（現況確認） 平成31年度　諸手当現況確認　教員・常勤職員 総務部総務課長 2020/4/1 2年 2022/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 人事係 廃棄
2019 総務部総務課 給与 諸手当（現況確認） 平成31年度　諸手当現況確認　事務職員 総務部総務課長 2020/4/1 2年 2022/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 人事係 廃棄
2010 総務部総務課 給与 昇給 昇給（平成22年度） 総務部総務課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 人事係 廃棄
2011 総務部総務課 給与 昇給 昇給（平成23年度） 総務部総務課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 人事係 廃棄
2012 総務部総務課 給与 昇給 昇給（平成24年度） 総務部総務課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 人事係 廃棄
2013 総務部総務課 給与 昇給 昇給（平成25年度） 総務部総務課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 人事係 廃棄
2014 総務部総務課 給与 昇給 昇給（平成26年度） 総務部総務課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 人事係 廃棄
2015 総務部総務課 給与 昇給 昇給（平成27年度） 総務部総務課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 人事係 廃棄
2016 総務部総務課 給与 昇給 昇給（平成28年度） 総務部総務課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 人事係 廃棄
2017 総務部総務課 給与 昇給 昇給（平成29年度） 総務部総務課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 人事係 廃棄
2018 総務部総務課 給与 昇給 昇給（平成30年度） 総務部総務課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 人事係 廃棄
2019 総務部総務課 給与 昇給 昇給（平成31年度） 総務部総務課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 人事係 廃棄
2010 総務部総務課 人事 昇任選考 昇任選考（平成21年10月昇任分～平成22年4月昇任分） 総務部総務課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 人事係 廃棄
2012 総務部総務課 人事 昇任選考 昇任選考（平成22年12月昇任分～平成24年4月昇任分） 総務部総務課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 人事係 廃棄
2013 総務部総務課 人事 昇任選考 昇任選考（平成25年4月昇任分～平成25年7月昇任分） 総務部総務課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 人事係 廃棄
2014 総務部総務課 人事 昇任選考 昇任選考（平成26年4月昇任分） 総務部総務課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 人事係 廃棄
2014 総務部総務課 人事 昇任選考 昇任選考（平成26年5月昇任分） 総務部総務課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 人事係 廃棄
2014 総務部総務課 人事 昇任選考 昇任選考（平成26年6月昇任分） 総務部総務課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 人事係 廃棄
2014 総務部総務課 人事 昇任選考 昇任選考（平成26年7月昇任分） 総務部総務課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 人事係 廃棄
2014 総務部総務課 人事 昇任選考 昇任選考（平成27年4月昇任分） 総務部総務課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 人事係 廃棄
2015 総務部総務課 人事 昇任選考 昇任選考（平成28年4月昇任分） 総務部総務課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 人事係 廃棄
2016 総務部総務課 人事 昇任選考 昇任選考（平成29年4月昇任分） 総務部総務課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 人事係 廃棄
2017 総務部総務課 人事 昇任選考 昇任選考（平成30年4月昇任分） 総務部総務課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 人事係 廃棄
2018 総務部総務課 人事 昇任選考 昇任選考（平成31年4月昇任分） 総務部総務課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 人事係 廃棄
2019 総務部総務課 人事 昇任選考 昇任選考（令和2年4月昇任分） 総務部総務課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 人事係 廃棄
2010 総務部総務課 人事 再任審査 平成22年度再任審査（Ｈ23年度任期満了） 総務部総務課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 人事係 廃棄
2011 総務部総務課 人事 再任審査 平成23年度再任審査（Ｈ24年度任期満了） 総務部総務課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 人事係 廃棄
2012 総務部総務課 人事 再任審査 平成24年度再任審査（Ｈ25年度任期満了） 総務部総務課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 人事係 廃棄
2013 総務部総務課 人事 再任審査 平成25年度再任審査（Ｈ26年度任期満了） 総務部総務課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 人事係 廃棄
2014 総務部総務課 人事 再任審査 平成26年度再任審査（Ｈ27年度任期満了） 総務部総務課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 人事係 廃棄
2015 総務部総務課 人事 再任審査 平成27年度再任審査（Ｈ28年度任期満了） 総務部総務課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 人事係 廃棄
2016 総務部総務課 人事 再任審査 平成28年度再任審査（Ｈ29年度任期満了） 総務部総務課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 人事係 廃棄
2017 総務部総務課 人事 再任審査 平成29年度再任審査（Ｈ30年度任期満了） 総務部総務課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 人事係 廃棄
2018 総務部総務課 人事 再任審査 平成30年度再任審査（Ｈ31年度任期満了） 総務部総務課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 人事係 廃棄
2019 総務部総務課 人事 再任審査 平成31年度再任審査（R2年度任期満了） 総務部総務課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 人事係 廃棄
2010 総務部総務課 人事 一般職員 職員（教員を除く）辞職，退職手当（平成22年度） 総務部総務課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 人事係 廃棄
2010 総務部総務課 人事 一般職員 職員（教員除く）　採用・昇任・昇格・配置換等（平成22年度） 総務部総務課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 人事係 廃棄
2011 総務部総務課 人事 一般職員 職員（教員除く）　採用・昇任・昇格・配置換・辞職・退職手当等（平成23年度） 総務部総務課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 人事係 廃棄
2012 総務部総務課 人事 一般職員 職員（教員除く）　採用・昇任・昇格・配置換・辞職・退職手当等（平成24年度） 総務部総務課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 人事係 廃棄
2013 総務部総務課 人事 一般職員 職員（教員除く）　採用・昇任・昇格・配置換・辞職・退職手当等（平成25年度） 総務部総務課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 人事係 廃棄
2014 総務部総務課 人事 一般職員 職員（教員除く）　採用・昇任・昇格・配置換・辞職・退職手当等（平成26年度） 総務部総務課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 人事係 廃棄
2015 総務部総務課 人事 一般職員 職員（教員除く）　採用・昇任・昇格・配置換・辞職・退職手当等（平成27年度） 総務部総務課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 人事係 廃棄
2016 総務部総務課 人事 一般職員 職員（教員除く）　採用・昇任・昇格・配置換・辞職・退職手当等（平成28年度） 総務部総務課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 人事係 廃棄
2017 総務部総務課 人事 一般職員 職員（教員除く）　採用・昇任・昇格・配置換・辞職・退職手当等（平成29年度） 総務部総務課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 人事係 廃棄
2018 総務部総務課 人事 一般職員 職員（教員除く）　採用・昇任・昇格・配置換・辞職・退職手当等（平成30年度） 総務部総務課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 人事係 廃棄
2019 総務部総務課 人事 一般職員 職員（教員除く）　採用・昇任・昇格・配置換・辞職・退職手当等（平成31年度） 総務部総務課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 人事係 廃棄
2014 総務部総務課 人事 採用試験関係 平成26年度文教団体職員採用試験関係 総務部総務課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 人事係 廃棄
2014 総務部総務課 人事 採用試験関係 平成26年度国立大学法人等職員採用試験関係 総務部総務課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 人事係 廃棄
2015 総務部総務課 人事 採用試験関係 平成27年度文教団体職員採用試験関係 総務部総務課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 人事係 廃棄
2015 総務部総務課 人事 採用試験関係 平成27年度国立大学法人等職員採用試験関係 総務部総務課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 人事係 廃棄
2016 総務部総務課 人事 採用試験関係 平成28年度文教団体職員採用試験関係 総務部総務課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 人事係 廃棄
2016 総務部総務課 人事 採用試験関係 平成28年度国立大学法人等職員採用試験関係 総務部総務課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 人事係 廃棄
2017 総務部総務課 人事 採用試験関係 平成29年度文教団体職員採用試験関係 総務部総務課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 人事係 廃棄
2017 総務部総務課 人事 採用試験関係 平成29年度国立大学法人等職員採用試験関係 総務部総務課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 人事係 廃棄
2018 総務部総務課 人事 採用試験関係 平成30年度文教団体職員採用試験関係 総務部総務課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 人事係 廃棄
2018 総務部総務課 人事 採用試験関係 平成30年度国立大学法人等職員採用試験関係 総務部総務課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 人事係 廃棄
2019 総務部総務課 人事 採用試験関係 平成31年度文教団体職員採用試験関係 総務部総務課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 人事係 廃棄
2019 総務部総務課 人事 採用試験関係 平成31年度国立大学法人等職員採用試験関係 総務部総務課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 人事係 廃棄
2010 総務部総務課 人事 学習センター所長・評議員 学習センター所長・評議員選考関係（平成22年度） 総務部総務企画課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 人事係 廃棄
2011 総務部総務課 人事 学習センター所長・評議員 学習センター所長・評議員選考関係（平成23年度） 総務部総務課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 人事係 廃棄
2012 総務部総務課 人事 学習センター所長・評議員 学習センター所長・評議員選考関係（平成24年度） 総務部総務課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 人事係 廃棄
2013 総務部総務課 人事 学習センター所長・評議員 学習センター所長・評議員選考関係（平成25年度） 総務部総務課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 人事係 廃棄
2014 総務部総務課 人事 学習センター所長・評議員 学習センター所長・評議員選考関係（平成26年度） 総務部総務課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 人事係 廃棄
2015 総務部総務課 人事 学習センター所長・評議員 学習センター所長・評議員選考関係（平成27年度） 総務部総務課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 人事係 廃棄
2016 総務部総務課 人事 学習センター所長・評議員 学習センター所長・評議員選考関係（平成28年度） 総務部総務課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 人事係 廃棄
2017 総務部総務課 人事 学習センター所長・評議員 学習センター所長・評議員選考関係（平成29年度） 総務部総務課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 人事係 廃棄
2018 総務部総務課 人事 学習センター所長・評議員 学習センター所長・評議員選考関係（平成30年度） 総務部総務課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 人事係 廃棄
2019 総務部総務課 人事 学習センター所長・評議員 学習センター所長・評議員選考関係（平成31年度） 総務部総務課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 人事係 廃棄
2011 総務部総務課 人事 客員・非常勤講師 客員教員委嘱状(平成23年度) 総務部総務課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 人事係 廃棄
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措置結果
2012 総務部総務課 人事 客員・非常勤講師 客員教員委嘱状(平成24年度) 総務部総務課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 人事係 廃棄
2013 総務部総務課 人事 客員・非常勤講師 客員教員委嘱状(平成25年度) 総務部総務課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 人事係 廃棄
2014 総務部総務課 人事 客員・非常勤講師 客員教員委嘱状(平成26年度) 総務部総務課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 人事係 廃棄
2015 総務部総務課 人事 客員・非常勤講師 客員教員委嘱状(平成27年度) 総務部総務課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 人事係 廃棄
2011 総務部総務課 人事 客員・非常勤講師 非常勤講師委嘱状(平成23年度) 総務部総務課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 人事係 廃棄
2012 総務部総務課 人事 客員・非常勤講師 非常勤講師委嘱状(平成24年度) 総務部総務課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 人事係 廃棄
2013 総務部総務課 人事 客員・非常勤講師 非常勤講師委嘱状(平成25年度) 総務部総務課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 人事係 廃棄
2014 総務部総務課 人事 客員・非常勤講師 非常勤講師委嘱状(平成26年度) 総務部総務課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 人事係 廃棄
2015 総務部総務課 人事 客員・非常勤講師 非常勤講師委嘱状(平成27年度) 総務部総務課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 人事係 廃棄
2016 総務部総務課 人事 客員・非常勤講師 非常勤講師委嘱状(平成28年度) 総務部総務課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 人事係 廃棄
2010 総務部総務課 人事 客員・非常勤講師 非常勤講師採用等（平成22年度） 総務部総務課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 人事係 廃棄
2011 総務部総務課 人事 客員・非常勤講師 非常勤講師採用等（平成23年度） 総務部総務課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 人事係 廃棄
2012 総務部総務課 人事 客員・非常勤講師 非常勤講師採用等（平成24年度） 総務部総務課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 人事係 廃棄
2013 総務部総務課 人事 客員・非常勤講師 非常勤講師採用等（平成25年度） 総務部総務課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 人事係 廃棄
2014 総務部総務課 人事 客員・非常勤講師 非常勤講師採用等（平成26年度） 総務部総務課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 人事係 廃棄
2015 総務部総務課 人事 客員・非常勤講師 非常勤講師採用等（平成27年度） 総務部総務課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 人事係 廃棄
2016 総務部総務課 人事 客員・非常勤講師 非常勤講師採用等（平成28年度） 総務部総務課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 人事係 廃棄
2017 総務部総務課 人事 客員・非常勤講師 非常勤講師採用等（平成29年度） 総務部総務課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 人事係 廃棄
2018 総務部総務課 人事 客員・非常勤講師 非常勤講師採用等（平成30年度） 総務部総務課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 人事係 廃棄
2019 総務部総務課 人事 客員・非常勤講師 非常勤講師採用等（平成31年度） 総務部総務課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 人事係 廃棄
2012 総務部総務課 人事 客員・非常勤講師 平成24年度　客員教員（採用）　委嘱状【依頼＆回答】 総務部総務課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 人事係 廃棄
2013 総務部総務課 人事 客員・非常勤講師 平成25年度　客員教員（採用）　委嘱状【依頼＆回答】 総務部総務課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 人事係 廃棄
2014 総務部総務課 人事 客員・非常勤講師 平成26年度　客員教員（採用）　委嘱状【依頼＆回答】 総務部総務課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 人事係 廃棄
2015 総務部総務課 人事 客員・非常勤講師 平成27年度　客員教員（採用）　委嘱状【依頼＆回答】 総務部総務課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 人事係 廃棄
2016 総務部総務課 人事 客員・非常勤講師 平成28年度　客員教員（採用）　委嘱状【依頼＆回答】 総務部総務課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 人事係 廃棄
2017 総務部総務課 人事 客員・非常勤講師 平成29年度　客員教員（採用）　委嘱状【依頼＆回答】 総務部総務課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 人事係 廃棄
2018 総務部総務課 人事 客員・非常勤講師 平成30年度　客員教員（採用）　委嘱状【依頼＆回答】 総務部総務課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 人事係 廃棄
2019 総務部総務課 人事 客員・非常勤講師 平成31年度　客員教員（採用）　委嘱状【依頼＆回答】 総務部総務課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 人事係 廃棄
2010 総務部総務課 人事 教員（副学長含む） 教員（副学長含む）採用・退職等（平成22年度） 総務部総務課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 人事係 廃棄
2011 総務部総務課 人事 教員（副学長含む） 教員（副学長含む）採用・退職等（平成23年度） 総務部総務課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 人事係 廃棄
2012 総務部総務課 人事 教員（副学長含む） 教員（副学長含む）採用・退職等（平成24年度） 総務部総務課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 人事係 廃棄
2013 総務部総務課 人事 教員（副学長含む） 教員（副学長含む）採用・退職等（平成25年度） 総務部総務課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 人事係 廃棄
2014 総務部総務課 人事 教員（副学長含む） 教員（副学長含む）採用・退職等（平成26年度） 総務部総務課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 人事係 廃棄
2015 総務部総務課 人事 教員（副学長含む） 教員（副学長含む）採用・退職等（平成27年度） 総務部総務課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 人事係 廃棄
2016 総務部総務課 人事 教員（副学長含む） 教員（副学長含む）採用・退職等（平成28年度） 総務部総務課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 人事係 廃棄
2017 総務部総務課 人事 教員（副学長含む） 教員（副学長含む）採用・退職等（平成29年度） 総務部総務課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 人事係 廃棄
2018 総務部総務課 人事 教員（副学長含む） 教員（副学長含む）採用・退職等（平成30年度） 総務部総務課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 人事係 廃棄
2019 総務部総務課 人事 教員（副学長含む） 教員（副学長含む）採用・退職等（平成31年度） 総務部総務課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 人事係 廃棄
2010 総務部総務課 人事 教員（副学長含む） 教員採用（平成22年度） 総務部総務課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 人事係 廃棄
2011 総務部総務課 人事 教員（副学長含む） 教員選考（平成23年度） 総務部総務課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 人事係 廃棄
2012 総務部総務課 人事 教員（副学長含む） 教員採用（平成24年度） 総務部総務課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 人事係 廃棄
2013 総務部総務課 人事 教員（副学長含む） 教員採用（平成25年度） 総務部総務課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 人事係 廃棄
2014 総務部総務課 人事 教員（副学長含む） 教員採用（平成26年度） 総務部総務課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 人事係 廃棄
2015 総務部総務課 人事 教員（副学長含む） 教員採用（平成27年度） 総務部総務課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 人事係 廃棄
2016 総務部総務課 人事 教員（副学長含む） 教員採用（平成28年度） 総務部総務課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 人事係 廃棄
2017 総務部総務課 人事 教員(副学長含む) 教員採用(平成29年度) 総務部総務課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 人事係 廃棄
2018 総務部総務課 人事 教員(副学長含む) 教員採用(平成30年度) 総務部総務課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 人事係 廃棄
2019 総務部総務課 人事 教員(副学長含む) 教員採用(平成31年度) 総務部総務課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 人事係 廃棄
2011 総務部総務課 人事 覚書 覚書等（平成21年度～平成23年度）※私立大学 総務部総務課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 人事係 廃棄
2016 総務部総務課 人事 覚書 覚書等（平成24年度～）※私立大学 総務部総務課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 人事係 廃棄
2018 総務部総務課 人事 覚書 覚書等（平成29年度～）※私立大学 総務部総務課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 人事係 廃棄
2016 総務部総務課 人事 覚書 委嘱職員関係（平成16年度～） 総務部総務課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 人事係 廃棄
2016 総務部総務課 人事 覚書 国立大学法人覚書関係（平成22年度～） 総務部総務課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 人事係 廃棄
2014 総務部総務課 人事 覚書 客員教員・非常勤講師委嘱状様式決裁（平成24年度～平成26年度） 総務部総務課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 人事係 廃棄
2010 総務部総務課 人事 非常勤職員 日々雇用職員人事異動関係(平成22年度) 総務部総務課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 人事係 廃棄
2011 総務部総務課 人事 非常勤職員 期間業務職員人事異動関係(平成23年度) 総務部総務課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 人事係 廃棄
2012 総務部総務課 人事 非常勤職員 期間業務職員人事異動関係(平成24年度) 総務部総務課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 人事係 廃棄
2013 総務部総務課 人事 非常勤職員 期間業務職員人事異動関係(平成25年度) 総務部総務課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 人事係 廃棄
2014 総務部総務課 人事 非常勤職員 期間業務職員人事異動関係(平成26年度) 総務部総務課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 人事係 廃棄
2015 総務部総務課 人事 非常勤職員 期間業務職員人事異動関係(平成27年度) 総務部総務課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 人事係 廃棄
2016 総務部総務課 人事 非常勤職員 期間業務職員人事異動関係(平成28年度) 総務部総務課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 人事係 廃棄
2017 総務部総務課 人事 非常勤職員 期間業務職員人事異動関係(平成29年度) 総務部総務課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 人事係 廃棄
2018 総務部総務課 人事 非常勤職員 期間業務職員人事異動関係(平成30年度) 総務部総務課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 人事係 廃棄
2019 総務部総務課 人事 非常勤職員 期間業務職員人事異動関係(平成31年度) 総務部総務課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 人事係 廃棄
2010 総務部総務課 人事 非常勤職員 時間雇用職員人事異動関係(平成22年度) 総務部総務課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 人事係 廃棄
2011 総務部総務課 人事 非常勤職員 時間雇用職員人事異動関係(平成23年度) 総務部総務課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 人事係 廃棄
2012 総務部総務課 人事 非常勤職員 時間雇用職員人事異動関係(平成24年度) 総務部総務課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 人事係 廃棄
2013 総務部総務課 人事 非常勤職員 時間雇用職員人事異動関係(平成25年度) 総務部総務課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 人事係 廃棄
2014 総務部総務課 人事 非常勤職員 時間雇用職員人事異動関係(平成26年度) 総務部総務課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 人事係 廃棄
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措置結果
2015 総務部総務課 人事 非常勤職員 時間雇用職員人事異動関係(平成27年度) 総務部総務課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 人事係 廃棄
2016 総務部総務課 人事 非常勤職員 時間雇用職員人事異動関係(平成28年度) 総務部総務課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 人事係 廃棄
2017 総務部総務課 人事 非常勤職員 時間雇用職員人事異動関係(平成29年度) 総務部総務課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 人事係 廃棄
2018 総務部総務課 人事 非常勤職員 時間雇用職員人事異動関係(平成30年度) 総務部総務課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 人事係 廃棄
2019 総務部総務課 人事 非常勤職員 時間雇用職員人事異動関係(平成31年度) 総務部総務課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 人事係 廃棄
2014 総務部総務課 人事 非常勤職員 期間業務・時間雇用職員採用関係（平成26年度） 総務部総務課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 人事係 廃棄
2011 総務部総務課 人事 評議員会評議員・学長選考会議委員 評議員会委嘱・発令関係（Ｈ21．4～H24．3） 総務部総務課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 人事係 廃棄
2014 総務部総務課 人事 評議員会評議員・学長選考会議委員 評議員会委嘱・発令関係（Ｈ24．4～H27．3） 総務部総務課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 人事係 廃棄
2016 総務部総務課 人事 評議員会評議員・学長選考会議委員 学長選考会議委嘱・発令関係（Ｈ27．10～） 総務部総務課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 人事係 廃棄
2016 総務部総務課 人事 評議員会評議員・学長選考会議委員 評議員会委嘱・発令関係（H27．4～） 総務部総務課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 人事係 廃棄
2014 総務部総務課 人事 役員人事 役員（学長含む）任免等（21．4～27．3） 総務部総務課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 人事係 廃棄
2016 総務部総務課 人事 役員人事 役員（学長含む）任免等（27．4～） 総務部総務課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 人事係 廃棄
2019 総務部総務課 人事 身上調書 身上調書（平成31年度） 総務部総務課長 2020/4/1 1年 2021/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 人事係 廃棄
2016 総務部総務課 人事 個人番号届 個人番号提供依頼経過報告書・回答書 総務部総務課長 2017/4/1 該当者に係る源泉徴収等に関する書類等の全ての保存期間が満了するまで 紙 マイナンバー管理室 総務部総務課長 人事係 廃棄
2016 総務部総務課 人事 個人番号届 個人番号届1 総務部総務課長 2017/4/1 該当者に係る源泉徴収等に関する書類等の全ての保存期間が満了するまで 紙 マイナンバー管理室 総務部総務課長 人事係 廃棄
2016 総務部総務課 人事 個人番号届 個人番号届2 総務部総務課長 2017/4/1 該当者に係る源泉徴収等に関する書類等の全ての保存期間が満了するまで 紙 マイナンバー管理室 総務部総務課長 人事係 廃棄
2016 総務部総務課 人事 個人番号届 個人番号届3 総務部総務課長 2017/4/1 該当者に係る源泉徴収等に関する書類等の全ての保存期間が満了するまで 紙 マイナンバー管理室 総務部総務課長 人事係 廃棄
2016 総務部総務課 人事 個人番号届 個人番号届4 総務部総務課長 2017/4/1 該当者に係る源泉徴収等に関する書類等の全ての保存期間が満了するまで 紙 マイナンバー管理室 総務部総務課長 人事係 廃棄
2017 総務部総務課 人事 個人番号届 個人番号届5 総務部総務課長 2018/4/1 該当者に係る源泉徴収等に関する書類等の全ての保存期間が満了するまで 紙 マイナンバー管理室 総務部総務課長 人事係 廃棄
2018 総務部総務課 人事 個人番号届 個人番号届6 総務部総務課長 2019/4/1 該当者に係る源泉徴収等に関する書類等の全ての保存期間が満了するまで 紙 マイナンバー管理室 総務部総務課長 人事係 廃棄
2019 総務部総務課 人事 個人番号届 個人番号届7 総務部総務課長 2020/4/1 該当者に係る源泉徴収等に関する書類等の全ての保存期間が満了するまで 紙 マイナンバー管理室 総務部総務課長 人事係 廃棄
2012 総務部総務課 諸会議 研究倫理委員会 研究倫理委員会（平成22年度～平成24年度） 総合戦略企画室長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 研究協力・産学連携係 廃棄
2013 総務部総務課 諸会議 研究倫理委員会 研究倫理委員会（平成25年度） 総合戦略企画室長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 研究協力・産学連携係 廃棄
2014 総務部総務課 諸会議 研究倫理委員会 研究倫理委員会（平成26年度） 総合戦略企画室長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 研究協力・産学連携係 廃棄
2015 総務部総務課 諸会議 研究倫理委員会 研究倫理委員会（平成27年度） 総合戦略企画室長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 研究協力・産学連携係 廃棄
2016 総務部総務課 諸会議 研究倫理委員会 研究倫理委員会（平成28年度） 総合戦略企画室長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 研究協力・産学連携係 廃棄
2017 総務部総務課 諸会議 研究倫理委員会 研究倫理委員会（平成29年度） 総務部総務課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 研究協力・産学連携係 廃棄
2018 総務部総務課 諸会議 研究倫理委員会 研究倫理委員会（平成30年度） 総務部総務課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 研究協力・産学連携係 廃棄
2019 総務部総務課 諸会議 研究倫理委員会 研究倫理委員会（平成31年度） 総務部総務課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 研究協力・産学連携係 廃棄
2018 総務部総務課 諸会議 遺伝子組換え実験等安全委員会 遺伝子組換え実験等安全委員会（平成20年度～） 総務部総務企画課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 研究協力・産学連携係 廃棄
2018 総務部総務課 会計 契約実施手続関係 契約伺（平成22年度～） 総合戦略企画室長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 研究協力・産学連携係 廃棄
2011 総務部総務課 庶務 教員の勤務等予定・実績報告書 旅行命令伺（平成23年度）①～④ 総合戦略企画室長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 研究協力・産学連携係 廃棄
2012 総務部総務課 庶務 教員の勤務等予定・実績報告書 旅行命令伺（平成24年度）①～⑤ 総合戦略企画室長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 研究協力・産学連携係 廃棄
2013 総務部総務課 庶務 教員の勤務等予定・実績報告書 旅行命令伺（平成25年度）①～⑥ 総合戦略企画室長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 研究協力・産学連携係 廃棄
2014 総務部総務課 庶務 教員の勤務等予定・実績報告書 旅行命令伺（平成26年度）①～⑦ 総合戦略企画室長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 研究協力・産学連携係 廃棄
2015 総務部総務課 庶務 教員の勤務等予定・実績報告書 旅行命令伺（平成27年度）①～⑦ 総合戦略企画室長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 研究協力・産学連携係 廃棄
2016 総務部総務課 庶務 教員の勤務等予定・実績報告書 旅行命令伺（平成28年度）①～⑦ 総合戦略企画室長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 研究協力・産学連携係 廃棄
2017 総務部総務課 庶務 教員の勤務等予定・実績報告書 旅行命令伺（平成29年度）①～⑧ 総務部総務課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 研究協力・産学連携係 廃棄
2018 総務部総務課 庶務 教員の勤務等予定・実績報告書 旅行命令伺（平成30年度）①～⑦ 総務部総務課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 研究協力・産学連携係 廃棄
2019 総務部総務課 庶務 教員の勤務等予定・実績報告書 旅行命令伺（平成31年度）①～⑦ 総務部総務課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 研究協力・産学連携係 廃棄
2018 総務部総務課 職員 出勤簿（研究補助員） 研究補助員休暇簿（平成22年度～）　 総合戦略企画室長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 研究協力・産学連携係 廃棄
2010 総務部総務課 庶務 外勤交通費 外勤交通費（平成22年） 総合戦略企画室長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 研究協力・産学連携係 廃棄
2011 総務部総務課 庶務 外勤交通費 外勤交通費（平成23年） 総合戦略企画室長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 研究協力・産学連携係 廃棄
2012 総務部総務課 庶務 外勤交通費 外勤交通費（平成24年）①～② 総合戦略企画室長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 研究協力・産学連携係 廃棄
2013 総務部総務課 庶務 外勤交通費 外勤交通費（平成25年）①～② 総合戦略企画室長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 研究協力・産学連携係 廃棄
2014 総務部総務課 庶務 外勤交通費 外勤交通費（平成26年） 総合戦略企画室長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 研究協力・産学連携係 廃棄
2015 総務部総務課 庶務 外勤交通費 外勤交通費（平成27年） 総合戦略企画室長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 研究協力・産学連携係 廃棄
2016 総務部総務課 庶務 外勤交通費 外勤交通費（平成28年） 総合戦略企画室長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 研究協力・産学連携係 廃棄
2017 総務部総務課 庶務 外勤交通費 外勤交通費（平成29年） 総務部総務課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 研究協力・産学連携係 廃棄
2018 総務部総務課 庶務 外勤交通費 外勤交通費（平成30年） 総務部総務課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 研究協力・産学連携係 廃棄
2019 総務部総務課 庶務 外勤交通費 外勤交通費（平成31年） 総務部総務課長 2020/4/1 10年 2029/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 研究協力・産学連携係 廃棄
2018 総務部総務課 研究協力 共同研究事業関係 共同研究（2012年度～）[研究費受入なし] 総合戦略企画室長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 研究協力・産学連携係 廃棄
2018 総務部総務課 研究協力 受託研究事業関係 その他受託研究関係・受託研究応募（平成26年度～） 総合戦略企画室長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 研究協力・産学連携係 廃棄
2017 総務部総務課 職員 出勤簿（研究補助員） 研究補助員出勤簿（平成29年度）　4月～10月 総務部総務課長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 研究協力・産学連携係 廃棄
2017 総務部総務課 職員 出勤簿（研究補助員） 研究補助員出勤簿（平成29年度）　10月～3月 総務部総務課長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 研究協力・産学連携係 廃棄
2018 総務部総務課 職員 出勤簿（研究補助員） 研究補助員出勤簿（平成30年度）　4月～10月 総務部総務課長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 研究協力・産学連携係 廃棄
2018 総務部総務課 職員 出勤簿（研究補助員） 研究補助員出勤簿（平成30年度）　10月～3月 総務部総務課長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 研究協力・産学連携係 廃棄
2019 総務部総務課 職員 出勤簿（研究補助員） 研究補助員出勤簿（平成31年度） 総務部総務課長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 研究協力・産学連携係 廃棄
2018 総務部総務課 研究協力 助成金関係 生涯研究助成金（北野生涯教育振興会）（平成27年度～） 総合戦略企画室長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 研究協力・産学連携係 廃棄
2018 総務部総務課 研究協力 研修願・海外渡航調書 学習センター所長研修願綴（平成25年度～） 総合戦略企画室長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 研究協力・産学連携係 廃棄
2015 総務部総務課 研究協力 科学研究費助成事業関係 科学研究費実績報告書等綴り（平成27年度） 総合戦略企画室長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 研究協力・産学連携係 廃棄
2016 総務部総務課 研究協力 科学研究費助成事業関係 科学研究費実績報告書等綴り（平成28年度） 総合戦略企画室長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 研究協力・産学連携係 廃棄
2017 総務部総務課 研究協力 科学研究費助成事業関係 科学研究費実績報告書等綴り（平成29年度） 総務部総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 研究協力・産学連携係 廃棄
2018 総務部総務課 研究協力 科学研究費助成事業関係 科学研究費実績報告書等綴り（平成30年度） 総務部総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 研究協力・産学連携係 廃棄
2019 総務部総務課 研究協力 科学研究費助成事業関係 科学研究費実績報告書等綴り（平成31年度） 総務部総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 研究協力・産学連携係 廃棄
2015 総務部総務課 研究協力 科学研究費助成事業関係 科学研究費助成事業（交付内定・交付決定・交付申請等）（平成27年度） 総合戦略企画室長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 研究協力・産学連携係 廃棄
2016 総務部総務課 研究協力 科学研究費助成事業関係 科学研究費助成事業（交付内定・交付申請・交付決定総合戦略企画室長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 研究協力・産学連携係 廃棄
2017 総務部総務課 研究協力 科学研究費助成事業関係 科学研究費助成事業（交付内定・交付申請・交付決定総務部総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 研究協力・産学連携係 廃棄
2018 総務部総務課 研究協力 科学研究費助成事業関係 科学研究費助成事業（交付内定・交付申請・交付決定総務部総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 研究協力・産学連携係 廃棄
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措置結果
2019 総務部総務課 研究協力 科学研究費助成事業関係 科学研究費助成事業（交付内定・交付申請・交付決定総務部総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 研究協力・産学連携係 廃棄
2015 総務部総務課 研究協力 科学研究費助成事業関係 科学研究費補助金分担金関係（平成27年度） 総合戦略企画室長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 研究協力・産学連携係 廃棄
2016 総務部総務課 研究協力 科学研究費助成事業関係 科学研究費補助事業分担金関係（平成28年度） 総合戦略企画室長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 研究協力・産学連携係 廃棄
2017 総務部総務課 研究協力 科学研究費助成事業関係 科学研究費補助事業分担金関係（平成29年度） 総務部総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 研究協力・産学連携係 廃棄
2018 総務部総務課 研究協力 科学研究費助成事業関係 科学研究費補助事業分担金関係（平成30年度） 総務部総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 研究協力・産学連携係 廃棄
2019 総務部総務課 研究協力 科学研究費助成事業関係 科学研究費補助事業分担金関係（平成31年度） 総務部総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 研究協力・産学連携係 廃棄
2015 総務部総務課 研究協力 科学研究費助成事業関係 科研費研究計画調書（平成28年度） 総合戦略企画室長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 研究協力・産学連携係 廃棄
2016 総務部総務課 研究協力 科学研究費助成事業関係 科研費研究計画調書（平成29年度） 総合戦略企画室長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 研究協力・産学連携係 廃棄
2017 総務部総務課 研究協力 科学研究費助成事業関係 科研費研究計画調書（平成30年度） 総務部総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 研究協力・産学連携係 廃棄
2018 総務部総務課 研究協力 科学研究費助成事業関係 科研費研究計画調書（平成31年度） 総務部総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 研究協力・産学連携係 廃棄
2019 総務部総務課 研究協力 科学研究費助成事業関係 科研費研究計画調書（令和２年度） 総務部総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 研究協力・産学連携係 廃棄
2015 総務部総務課 研究協力 科学研究費助成事業関係 科研費雑件（平成27年度） 総合戦略企画室長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 研究協力・産学連携係 廃棄
2016 総務部総務課 研究協力 科学研究費助成事業関係 科研費雑件（平成28年度） 総合戦略企画室長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 研究協力・産学連携係 廃棄
2017 総務部総務課 研究協力 科学研究費助成事業関係 科研費雑件（平成29年度） 総務部総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 研究協力・産学連携係 廃棄
2018 総務部総務課 研究協力 科学研究費助成事業関係 科研費雑件（平成30年度） 総務部総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 研究協力・産学連携係 廃棄
2019 総務部総務課 研究協力 科学研究費助成事業関係 科研費雑件（平成31年度） 総務部総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 研究協力・産学連携係 廃棄
2015 総務部総務課 研究協力 科学研究費助成事業関係 科研費執行（分担金）（平成27年度）１～５ 総合戦略企画室長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 研究協力・産学連携係 廃棄
2016 総務部総務課 研究協力 科学研究費助成事業関係 科研費執行（分担金）（平成28年度）①～⑥ 総合戦略企画室長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 研究協力・産学連携係 廃棄
2017 総務部総務課 研究協力 科学研究費助成事業関係 科研費執行（分担金）（平成29年度）①～⑦ 総務部総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 研究協力・産学連携係 廃棄
2018 総務部総務課 研究協力 科学研究費助成事業関係 科研費執行（分担金）（平成30年度）①～⑧ 総務部総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 研究協力・産学連携係 廃棄
2019 総務部総務課 研究協力 科学研究費助成事業関係 科研費執行（分担金）（平成31年度）①～③ 総務部総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 研究協力・産学連携係 廃棄
2015 総務部総務課 研究協力 科学研究費助成事業関係 科研費執行（平成27年度）①～⑥ 総合戦略企画室長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 研究協力・産学連携係 廃棄
2016 総務部総務課 研究協力 科学研究費助成事業関係 科研費執行（平成28年度）①～⑧ 総合戦略企画室長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 研究協力・産学連携係 廃棄
2017 総務部総務課 研究協力 科学研究費助成事業関係 科研費執行（平成29年度）①～⑤ 総務部総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 研究協力・産学連携係 廃棄
2018 総務部総務課 研究協力 科学研究費助成事業関係 科研費執行（平成30年度）①～⑥ 総務部総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 研究協力・産学連携係 廃棄
2019 総務部総務課 研究協力 科学研究費助成事業関係 科研費執行（平成31年度）①～⑦ 総務部総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 研究協力・産学連携係 廃棄
2015 総務部総務課 研究協力 科学研究費助成事業関係 科研費執行（基金）（平成27年度）①～⑤ 総合戦略企画室長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 研究協力・産学連携係 廃棄
2016 総務部総務課 研究協力 科学研究費助成事業関係 科研費執行（基金）（平成28年度）①～④ 総合戦略企画室長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 研究協力・産学連携係 廃棄
2017 総務部総務課 研究協力 科学研究費助成事業関係 科研費執行（基金）（平成29年度）①～④ 総務部総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 研究協力・産学連携係 廃棄
2018 総務部総務課 研究協力 科学研究費助成事業関係 科研費執行（基金）（平成30年度）①～④ 総務部総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 研究協力・産学連携係 廃棄
2019 総務部総務課 研究協力 科学研究費助成事業関係 科研費執行（基金）（平成31年度）①～⑥ 総務部総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 研究協力・産学連携係 廃棄
2015 総務部総務課 研究協力 教員研究費関係 三連符　生活と福祉（平成27年度）　1～2 総合戦略企画室長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 研究協力・産学連携係 廃棄
2016 総務部総務課 研究協力 教員研究費関係 三連符　生活と福祉（平成28年度）　1～2 総合戦略企画室長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 研究協力・産学連携係 廃棄
2017 総務部総務課 研究協力 教員研究費関係 三連符　生活と福祉（平成29年度）　1～2 総務部総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 研究協力・産学連携係 廃棄
2018 総務部総務課 研究協力 教員研究費関係 三連符　生活と福祉（平成30年度）　1～2 総務部総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 研究協力・産学連携係 廃棄
2019 総務部総務課 研究協力 教員研究費関係 三連符　生活と福祉（平成31年度）　1～2 総務部総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 研究協力・産学連携係 廃棄
2015 総務部総務課 研究協力 教員研究費関係 三連符　心理と教育（平成27年度）　1～2 総合戦略企画室長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 研究協力・産学連携係 廃棄
2016 総務部総務課 研究協力 教員研究費関係 三連符　心理と教育（平成28年度）　1～2 総合戦略企画室長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 研究協力・産学連携係 廃棄
2017 総務部総務課 研究協力 教員研究費関係 三連符　心理と教育（平成29年度）　1～2 総務部総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 研究協力・産学連携係 廃棄
2018 総務部総務課 研究協力 教員研究費関係 三連符　心理と教育（平成30年度）　1～2 総務部総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 研究協力・産学連携係 廃棄
2019 総務部総務課 研究協力 教員研究費関係 三連符　心理と教育（平成31年度）　1～2 総務部総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 研究協力・産学連携係 廃棄
2015 総務部総務課 研究協力 教員研究費関係 三連符　社会と産業（平成27年度）　1～2 総合戦略企画室長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 研究協力・産学連携係 廃棄
2016 総務部総務課 研究協力 教員研究費関係 三連符　社会と産業（平成28年度）　1～2 総合戦略企画室長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 研究協力・産学連携係 廃棄
2017 総務部総務課 研究協力 教員研究費関係 三連符　社会と産業（平成29年度）　1～2 総務部総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 研究協力・産学連携係 廃棄
2018 総務部総務課 研究協力 教員研究費関係 三連符　社会と産業（平成30年度）　1～2 総務部総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 研究協力・産学連携係 廃棄
2019 総務部総務課 研究協力 教員研究費関係 三連符　社会と産業（平成31年度）　1～2 総務部総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 研究協力・産学連携係 廃棄
2015 総務部総務課 研究協力 教員研究費関係 三連符　人間と文化（平成27年度） 総合戦略企画室長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 研究協力・産学連携係 廃棄
2016 総務部総務課 研究協力 教員研究費関係 三連符　人間と文化（平成28年度） 総合戦略企画室長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 研究協力・産学連携係 廃棄
2017 総務部総務課 研究協力 教員研究費関係 三連符　人間と文化（平成29年度） 総務部総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 研究協力・産学連携係 廃棄
2018 総務部総務課 研究協力 教員研究費関係 三連符　人間と文化（平成30年度） 総務部総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 研究協力・産学連携係 廃棄
2019 総務部総務課 研究協力 教員研究費関係 三連符　人間と文化（平成31年度）　1～2 総務部総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 研究協力・産学連携係 廃棄
2015 総務部総務課 研究協力 教員研究費関係 三連符　自然と環境（平成27年度） 総合戦略企画室長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 研究協力・産学連携係 廃棄
2016 総務部総務課 研究協力 教員研究費関係 三連符　自然と環境（平成28年度） 総合戦略企画室長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 研究協力・産学連携係 廃棄
2017 総務部総務課 研究協力 教員研究費関係 三連符　自然と環境（平成29年度） 総務部総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 研究協力・産学連携係 廃棄
2018 総務部総務課 研究協力 教員研究費関係 三連符　自然と環境（平成30年度） 総務部総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 研究協力・産学連携係 廃棄
2019 総務部総務課 研究協力 教員研究費関係 三連符　自然と環境（平成31年度）　1～2 総務部総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 研究協力・産学連携係 廃棄
2015 総務部総務課 研究協力 教員研究費関係 三連符　情報（平成27年度）　1～3 総合戦略企画室長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 研究協力・産学連携係 廃棄
2016 総務部総務課 研究協力 教員研究費関係 三連符　情報（平成28年度）　1～3 総合戦略企画室長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 研究協力・産学連携係 廃棄
2017 総務部総務課 研究協力 教員研究費関係 三連符　情報（平成29年度）　1～3 総務部総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 研究協力・産学連携係 廃棄
2018 総務部総務課 研究協力 教員研究費関係 三連符　情報（平成30年度）　1～3 総務部総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 研究協力・産学連携係 廃棄
2019 総務部総務課 研究協力 教員研究費関係 三連符　情報（平成31年度）　1～3 総務部総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 研究協力・産学連携係 廃棄
2015 総務部総務課 研究協力 教員研究費関係 三連符　その他・設備費（平成27年度） 総合戦略企画室長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 研究協力・産学連携係 廃棄
2016 総務部総務課 研究協力 教員研究費関係 三連符　その他・設備費（平成28年度） 総合戦略企画室長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 研究協力・産学連携係 廃棄
2017 総務部総務課 研究協力 教員研究費関係 三連符　その他・設備費（平成29年度） 総務部総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 研究協力・産学連携係 廃棄
2018 総務部総務課 研究協力 教員研究費関係 三連符　その他・設備費（平成30年度） 総務部総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 研究協力・産学連携係 廃棄
2019 総務部総務課 研究協力 教員研究費関係 三連符　その他・設備費（平成31年度） 総務部総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 研究協力・産学連携係 廃棄
2015 総務部総務課 研究協力 教員研究費関係 三連符　図書（平成27年度） 総合戦略企画室長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 研究協力・産学連携係 廃棄
2016 総務部総務課 研究協力 教員研究費関係 三連符　図書（平成28年度） 総合戦略企画室長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 研究協力・産学連携係 廃棄
2017 総務部総務課 研究協力 教員研究費関係 三連符　図書（平成29年度） 総務部総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 研究協力・産学連携係 廃棄
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2018 総務部総務課 研究協力 教員研究費関係 三連符　図書（平成30年度） 総務部総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 研究協力・産学連携係 廃棄
2019 総務部総務課 研究協力 教員研究費関係 三連符　図書（平成31年度） 総務部総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 研究協力・産学連携係 廃棄
2016 総務部総務課 研究協力 教員研究費関係 諸謝金（教員研究費）（平成28年度） 総合戦略企画室長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 研究協力・産学連携係 廃棄
2017 総務部総務課 研究協力 教員研究費関係 諸謝金（教員研究費）（平成29年度） 総務部総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 研究協力・産学連携係 廃棄
2018 総務部総務課 研究協力 教員研究費関係 諸謝金（教員研究費）（平成30年度） 総務部総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 研究協力・産学連携係 廃棄
2019 総務部総務課 研究協力 教員研究費関係 諸謝金（教員研究費）（平成31年度） 総務部総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 研究協力・産学連携係 廃棄
2019 総務部総務課 研究協力 教員研究費関係 予算振替 総務部総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 研究協力・産学連携係 廃棄
2015 総務部総務課 研究協力 寄附金関係 諸謝金（教員研究費・寄附金等）（平成27年度） 総合戦略企画室長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 研究協力・産学連携係 廃棄
2016 総務部総務課 研究協力 寄附金関係 諸謝金（寄附金）（平成28年度） 総合戦略企画室長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 研究協力・産学連携係 廃棄
2017 総務部総務課 研究協力 寄附金関係 諸謝金（寄附金）（平成29年度） 総務部総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 研究協力・産学連携係 廃棄
2018 総務部総務課 研究協力 寄附金関係 諸謝金（寄附金）（平成30年度） 総務部総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 研究協力・産学連携係 廃棄
2015 総務部総務課 研究協力 寄附金関係 寄附金（平成27年度） 総合戦略企画室長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 研究協力・産学連携係 廃棄
2016 総務部総務課 研究協力 寄附金関係 寄附金（平成28年度） 総合戦略企画室長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 研究協力・産学連携係 廃棄
2017 総務部総務課 研究協力 寄附金関係 寄附金（平成29年度） 総務部総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 研究協力・産学連携係 廃棄
2018 総務部総務課 研究協力 寄附金関係 寄附金（平成30年度） 総務部総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 研究協力・産学連携係 廃棄
2019 総務部総務課 研究協力 寄附金関係 寄附金（平成31年度） 総務部総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 研究協力・産学連携係 廃棄
2015 総務部総務課 研究協力 寄附金関係 寄付金 執行（平成27年度）　① 総合戦略企画室長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 研究協力・産学連携係 廃棄
2016 総務部総務課 研究協力 寄附金関係 寄付金 執行（平成28年度） 総合戦略企画室長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 研究協力・産学連携係 廃棄
2017 総務部総務課 研究協力 寄附金関係 寄付金 執行（平成29年度） 総務部総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 研究協力・産学連携係 廃棄
2018 総務部総務課 研究協力 寄附金関係 寄付金 執行（平成30年度） 総務部総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 研究協力・産学連携係 廃棄
2019 総務部総務課 研究協力 寄附金関係 寄付金 執行（平成31年度） 総務部総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 研究協力・産学連携係 廃棄
2015 総務部総務課 研究協力 学長裁量経費 学長裁量経費（平成27年度） 総合戦略企画室長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 研究協力・産学連携係 廃棄
2016 総務部総務課 研究協力 学長裁量経費 学長裁量経費（平成28年度） 総合戦略企画室長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 研究協力・産学連携係 廃棄
2017 総務部総務課 研究協力 学長裁量経費 学長裁量経費（平成29年度） 総務部総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 研究協力・産学連携係 廃棄
2018 総務部総務課 研究協力 学長裁量経費 学長裁量経費（平成30年度） 総務部総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 研究協力・産学連携係 廃棄
2015 総務部総務課 研究協力 学長裁量経費 学長裁量経費Ⅰ執行（平成27年度） 総合戦略企画室長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 研究協力・産学連携係 廃棄
2016 総務部総務課 研究協力 学長裁量経費 学長裁量経費Ⅰ執行（平成28年度） 総合戦略企画室長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 研究協力・産学連携係 廃棄
2015 総務部総務課 研究協力 学長裁量経費 学長裁量経費Ⅱ執行（平成27年度） 総合戦略企画室長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 研究協力・産学連携係 廃棄
2016 総務部総務課 研究協力 学長裁量経費 学長裁量経費Ⅱ執行（平成28年度） 総合戦略企画室長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 研究協力・産学連携係 廃棄
2017 総務部総務課 研究協力 学長裁量経費 学長裁量経費執行（平成29年度） 総務部総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 研究協力・産学連携係 廃棄
2018 総務部総務課 研究協力 学長裁量経費 学長裁量経費執行（平成30年度） 総務部総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 研究協力・産学連携係 廃棄
2019 総務部総務課 研究協力 学長裁量経費 学長裁量経費執行（平成31年度） 総務部総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 研究協力・産学連携係 廃棄
2015 総務部総務課 研究協力 受託研究事業関係 委託研究　[（独）国立循環器病研究センター]（平成24年度～） 総合戦略企画室長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 研究協力・産学連携係 廃棄
2016 総務部総務課 研究協力 受託研究事業関係 委託研究　[（独）国立循環器病研究センター]（平成28年度） 総合戦略企画室長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 研究協力・産学連携係 廃棄
2015 総務部総務課 研究協力 受託研究事業関係 受託研究　NEC（平成24年度～平成27年度） 総合戦略企画室長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 研究協力・産学連携係 廃棄
2015 総務部総務課 研究協力 受託研究事業関係 二国間交流事業共同研究（平成27年度） 総合戦略企画室長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 研究協力・産学連携係 廃棄
2017 総務部総務課 研究協力 受託研究事業関係 二国間交流事業共同研究（平成29年度） 総務部総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 研究協力・産学連携係 廃棄
2018 総務部総務課 研究協力 受託研究事業関係 二国間交流事業共同研究（平成30年度） 総務部総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 研究協力・産学連携係 廃棄
2019 総務部総務課 研究協力 受託研究事業関係 二国間交流事業共同研究（平成31年度） 総務部総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 研究協力・産学連携係 廃棄
2016 総務部総務課 研究協力 受託研究事業関係 学術研究振興資金 総合戦略企画室長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 研究協力・産学連携係 廃棄
2015 総務部総務課 研究協力 助成金関係 放送大学教育振興会助成金（平成27年度） 総合戦略企画室長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 研究協力・産学連携係 廃棄
2016 総務部総務課 研究協力 助成金関係 放送大学教育振興会助成金（平成28年度） 総合戦略企画室長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 研究協力・産学連携係 廃棄
2017 総務部総務課 研究協力 助成金関係 放送大学教育振興会助成金（平成29年度） 総務部総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 研究協力・産学連携係 廃棄
2018 総務部総務課 研究協力 助成金関係 放送大学教育振興会助成金（平成30年度） 総務部総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 研究協力・産学連携係 廃棄
2019 総務部総務課 研究協力 助成金関係 放送大学教育振興会助成金（平成31年度） 総務部総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 研究協力・産学連携係 廃棄
2015 総務部総務課 研究協力 助成金関係 放送大学教育振興会 執行（平成27年度） 総合戦略企画室長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 研究協力・産学連携係 廃棄
2016 総務部総務課 研究協力 助成金関係 放送大学教育振興会（助成金執行）（平成28年度） 総合戦略企画室長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 研究協力・産学連携係 廃棄
2017 総務部総務課 研究協力 助成金関係 放送大学教育振興会（助成金執行）（平成29年度） 総務部総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 研究協力・産学連携係 廃棄
2018 総務部総務課 研究協力 助成金関係 放送大学教育振興会（助成金執行）（平成30年度） 総務部総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 研究協力・産学連携係 廃棄
2019 総務部総務課 研究協力 助成金関係 放送大学教育振興会（助成金執行）（平成31年度） 総務部総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 研究協力・産学連携係 廃棄
2015 総務部総務課 研究協力 助成金関係 北野生涯教育振興会助成金 執行（平成26年度～27年度） 総合戦略企画室長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 研究協力・産学連携係 廃棄
2016 総務部総務課 研究協力 助成金関係 北野生涯教育振興会（助成金執行）（平成27年度～28年度） 総合戦略企画室長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 研究協力・産学連携係 廃棄
2017 総務部総務課 研究協力 助成金関係 北野生涯教育振興会（助成金執行）（平成28年度～29年度） 総務部総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 研究協力・産学連携係 廃棄
2018 総務部総務課 研究協力 助成金関係 北野生涯教育振興会（助成金執行）（平成29年度～30年度） 総務部総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 研究協力・産学連携係 廃棄
2015 総務部総務課 研究協力 教員の勤務等予定・実績報告書 教員の派遣依頼等（平成27年度） 総合戦略企画室長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 研究協力・産学連携係 廃棄
2016 総務部総務課 研究協力 教員の勤務等予定・実績報告書 教員の派遣依頼等（平成28年度） 総合戦略企画室長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 研究協力・産学連携係 廃棄
2017 総務部総務課 研究協力 教員の勤務等予定・実績報告書 教員の派遣依頼等（平成29年度） 総務部総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 研究協力・産学連携係 廃棄
2018 総務部総務課 研究協力 教員の勤務等予定・実績報告書 教員の派遣依頼等（平成30年度） 総務部総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 研究協力・産学連携係 廃棄
2019 総務部総務課 研究協力 教員の勤務等予定・実績報告書 教員の派遣依頼等（平成31年度） 総務部総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 研究協力・産学連携係 廃棄
2015 総務部総務課 研究協力 教員の勤務等予定・実績報告書 教員の勤務予定・実績報告書（平成27年度）①～③ 総合戦略企画室長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 研究協力・産学連携係 廃棄
2016 総務部総務課 研究協力 教員の勤務等予定・実績報告書 教員の勤務予定・実績報告書（平成28年度）①～③ 総合戦略企画室長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 研究協力・産学連携係 廃棄
2017 総務部総務課 研究協力 教員の勤務等予定・実績報告書 教員の勤務予定・実績報告書（平成29年度）①～④ 総務部総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 研究協力・産学連携係 廃棄
2018 総務部総務課 研究協力 教員の勤務等予定・実績報告書 教員の勤務予定・実績報告書（平成30年度）①～④ 総務部総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 研究協力・産学連携係 廃棄
2019 総務部総務課 研究協力 教員の勤務等予定・実績報告書 教員の勤務予定・実績報告書（平成31年度）①～④ 総務部総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 研究協力・産学連携係 廃棄
2015 総務部総務課 研究協力 研修願・海外渡航調書 研修願・海外渡航調書（平成27年度） 総合戦略企画室長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 研究協力・産学連携係 廃棄
2016 総務部総務課 研究協力 研修願・海外渡航調書 研修願・海外渡航調書（平成28年度） 総合戦略企画室長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 研究協力・産学連携係 廃棄
2017 総務部総務課 研究協力 研修願・海外渡航調書 研修願・海外渡航調書（平成29年度） 総務部総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 研究協力・産学連携係 廃棄
2018 総務部総務課 研究協力 研修願・海外渡航調書 研修願・海外渡航調書（平成30年度） 総務部総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 研究協力・産学連携係 廃棄
2019 総務部総務課 研究協力 学習教育戦略研究所関係 平成３１年度学習教育戦略研究所経費 総務部総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 研究協力・産学連携係 廃棄
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措置結果
2010 総務部総務課 諸会議 国際交流委員会 国際交流委員会（平成22年度） 総合戦略企画室長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 国際連携係 廃棄
2014 総務部総務課 諸会議 国際交流委員会 国際交流委員会（平成23～26年度） 総合戦略企画室長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 国際連携係 廃棄
2019 総務部総務課 諸会議 国際交流委員会 国際交流委員会（平成27～31年度） 総務部総務課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 国際連携係 廃棄
2015 総務部総務課 国際連携 ICDE ICDE2015 総合戦略企画室長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 国際連携係 廃棄
2017 総務部総務課 国際連携 ICDE ICDE2016～2017 総合戦略企画室長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 国際連携係 廃棄
2018 総務部総務課 国際連携 ICDE ICDE2018～ 総務部総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 国際連携係 廃棄
2015 総務部総務課 国際連携 国際シンポジウム 平成27年度国際シンポジウム 総合戦略企画室長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 国際連携係 廃棄
2016 総務部総務課 国際連携 国際シンポジウム 国際シンポジウム2016 総合戦略企画室長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 国際連携係 廃棄
2018 総務部総務課 国際連携 国際シンポジウム 国際シンポジウム2018 総務部総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 国際連携係 廃棄
2017 総務部総務課 国際連携 日中韓セミナー 日中韓セミナー（平成29年度） 総務部総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 国際連携係 廃棄
2019 総務部総務課 国際連携 日中韓セミナー 日中韓セミナー（平成30年度～31年度） 総務部総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 国際連携係 廃棄
2014 総務部総務課 国際連携 AAOU AAOU2014 総合戦略企画室長 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 国際連携係 廃棄
2015 総務部総務課 国際連携 AAOU AAOU2015 総合戦略企画室長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 国際連携係 廃棄
2019 総務部総務課 国際連携 AAOU AAOU2016～2019 総合戦略企画室長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 国際連携係 廃棄
2019 総務部総務課 国際連携 国際交流経費による教員の海外派遣 国際交流経費による教員の海外派遣（平成27～31年度） 総合戦略企画室長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 国際連携係 廃棄
2015 総務部総務課 国際連携 来訪・訪問関係 来訪・訪問関係（平成27年度） 総合戦略企画室長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 国際連携係 廃棄
2016 総務部総務課 国際連携 来訪・訪問関係 来訪・訪問関係（平成28年度） 総合戦略企画室長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 国際連携係 廃棄
2017 総務部総務課 国際連携 来訪・訪問関係 来訪・訪問関係（平成29年度） 総務部総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 国際連携係 廃棄
2018 総務部総務課 国際連携 来訪・訪問関係 海外からの来訪（平成30年度） 総務部総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 国際連携係 廃棄
2019 総務部総務課 国際連携 来訪・訪問関係 海外からの来訪（令和元年度） 総務部総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 国際連携係 廃棄
2015 総務部総務課 国際連携 放送大学振興会助成金関係 放送大学振興会助成金関係（平成27年度） 総合戦略企画室長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 国際連携係 廃棄
2016 総務部総務課 国際連携 放送大学振興会助成金関係 放送大学振興会助成金関係（平成28年度） 総合戦略企画室長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 国際連携係 廃棄
2018 総務部総務課 国際連携 放送大学振興会助成金関係 放送大学振興会助成金関係（平成29年度～30年度） 総務部総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 国際連携係 廃棄
2015 総務部総務課 国際連携 国際交流経費 国際交流経費（平成27年） 総合戦略企画室長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 国際連携係 廃棄
2016 総務部総務課 国際連携 国際交流経費 国際交流経費（平成28年） 総合戦略企画室長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 国際連携係 廃棄
2017 総務部総務課 国際連携 国際交流経費 国際交流経費（平成29年） 総務部総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 国際連携係 廃棄
2018 総務部総務課 国際連携 国際交流経費 国際交流経費（平成30年） 総務部総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 国際連携係 廃棄
2015 総務部総務課 国際連携 留学生等向けの日本語教材制作 留学生等向けの日本語教材制作 総合戦略企画室長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 総務課 総務部総務課長 国際連携係 廃棄
2010 監査室 監査 監事監査 平成22会計年度監事監査関係 総務部総務課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 総務課 監査室長 廃棄
2011 監査室 監査 監事監査 平成23会計年度監事監査関係 総務部総務課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 総務課 監査室長 廃棄
2012 監査室 監査 監事監査 平成24会計年度監事監査関係 総務部総務課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 総務課 監査室長 廃棄
2013 監査室 監査 監事監査 平成25会計年度監事監査関係 総務部総務課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 総務課 監査室長 廃棄
2014 監査室 監査 監事監査 平成26会計年度監事監査関係 総務部総務課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 総務課 監査室長 廃棄
2015 監査室 監査 監事監査 平成27会計年度監事監査関係 監査室長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 総務課 監査室長 廃棄
2016 監査室 監査 監事監査 平成28会計年度監事監査関係 監査室長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 総務課 監査室長 廃棄
2017 監査室 監査 監事監査 平成29会計年度監事監査関係 監査室長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 総務課 監査室長 廃棄
2018 監査室 監査 監事監査 平成30会計年度監事監査関係 監査室長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 総務課 監査室長 廃棄
2019 監査室 監査 監事監査 令和元会計年度監事監査関係 監査室長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 総務課 監査室長 廃棄
2011 監査室 監査 監査法人関係 平成23年度独立行政法人等、監事連絡会第9部会 総務部総務課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 総務課 監査室長 廃棄
2010 監査室 監査 監査法人関係 監査法人関係（平成22年度） 総務部総務課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 総務課 監査室長 廃棄
2011 監査室 監査 監査法人関係 監査法人関係（平成23年度） 総務部総務課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 総務課 監査室長 廃棄
2012 監査室 監査 監査法人関係 監査法人関係（平成24年度） 総務部総務課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 総務課 監査室長 廃棄
2013 監査室 監査 監査法人関係 監査法人関係（平成25年度） 総務部総務課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 総務課 監査室長 廃棄
2014 監査室 監査 監査法人関係 監査法人関係（平成26年度） 総務部総務課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 総務課 監査室長 廃棄
2015 監査室 監査 監査法人関係 監査法人関係（平成27年度） 監査室長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 総務課 監査室長 廃棄
2016 監査室 監査 監査法人関係 監査法人関係（平成28年度） 監査室長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 総務課 監査室長 廃棄
2017 監査室 監査 監査法人関係 監査法人関係（平成29年度） 監査室長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 総務課 監査室長 廃棄
2018 監査室 監査 監査法人関係 監査法人関係（平成30年度） 監査室長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 総務課 監査室長 廃棄
2019 監査室 監査 監査法人関係 監査法人関係（令和元年度） 監査室長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 総務課 監査室長 廃棄
2010 監査室 監査 独立行政法人、特殊法人等監事連絡会 独立行政法人、特殊法人等監事連絡会（平成22年度） 総務課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 総務課 監査室長 廃棄
2011 監査室 監査 独立行政法人、特殊法人等監事連絡会 独立行政法人、特殊法人等監事連絡会（平成23年度） 総務部総務課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 総務課 監査室長 廃棄
2012 監査室 監査 独立行政法人、特殊法人等監事連絡会 独立行政法人、特殊法人等監事連絡会（平成24年度） 総務部総務課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 総務課 監査室長 廃棄
2013 監査室 監査 独立行政法人、特殊法人等監事連絡会 独立行政法人、特殊法人等監事連絡会（平成25年度） 総務部総務課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 総務課 監査室長 廃棄
2014 監査室 監査 独立行政法人、特殊法人等監事連絡会 独立行政法人、特殊法人等監事連絡会（平成26年度） 総務部総務課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 総務課 監査室長 廃棄
2015 監査室 監査 独立行政法人、特殊法人等監事連絡会 独立行政法人、特殊法人等監事連絡会（平成27年度） 監査室長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 総務課 監査室長 廃棄
2016 監査室 監査 独立行政法人、特殊法人等監事連絡会 独立行政法人、特殊法人等監事連絡会（平成28年度） 監査室長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 総務課 監査室長 廃棄
2017 監査室 監査 独立行政法人、特殊法人等監事連絡会 独立行政法人、特殊法人等監事連絡会（平成29年度） 監査室長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 総務課 監査室長 廃棄
2018 監査室 監査 独立行政法人、特殊法人等監事連絡会 独立行政法人、特殊法人等監事連絡会（平成30年度） 監査室長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 総務課 監査室長 廃棄
2019 監査室 監査 独立行政法人、特殊法人等監事連絡会 独立行政法人、特殊法人等監事連絡会（令和元年度） 監査室長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 総務課 監査室長 廃棄
2014 監査室 監査 内部監査関係 内部監査関係（平成26年度） 総務部総務課長 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 総務課 監査室長 廃棄
2015 監査室 監査 内部監査関係 内部監査関係（平成27年度） 監査室長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 総務課 監査室長 廃棄
2016 監査室 監査 内部監査関係 内部監査関係（平成28年度） 監査室長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 総務課 監査室長 廃棄
2017 監査室 監査 内部監査関係 内部監査関係（平成29年度） 監査室長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 総務課 監査室長 廃棄
2018 監査室 監査 内部監査関係 内部監査関係（平成30年度） 監査室長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 総務課 監査室長 廃棄
2019 監査室 監査 内部監査関係 内部監査関係（令和元年度） 監査室長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 総務課 監査室長 廃棄
1985 総務部広報課 印刷物 学園要覧 学園要覧　昭和60年度(保存用) 総務部広報課長 1986/4/1 無期限 紙 広報課 総務部広報課長 広報課
1986 総務部広報課 印刷物 学園要覧 学園要覧　昭和61年度(保存用) 総務部広報課長 1987/4/1 無期限 紙 広報課 総務部広報課長 広報課
1987 総務部広報課 印刷物 学園要覧 学園要覧　昭和62年度(保存用) 総務部広報課長 1988/4/1 無期限 紙 広報課 総務部広報課長 広報課
1988 総務部広報課 印刷物 学園要覧 学園要覧　昭和63年度(保存用) 総務部広報課長 1989/4/1 無期限 紙 広報課 総務部広報課長 広報課
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1989 総務部広報課 印刷物 学園要覧 学園要覧　平成元年度(保存用) 総務部広報課長 1990/4/1 無期限 紙 広報課 総務部広報課長 広報課
1990 総務部広報課 印刷物 学園要覧 学園要覧　平成２年度(保存用) 総務部広報課長 1991/4/1 無期限 紙 広報課 総務部広報課長 広報課
1991 総務部広報課 印刷物 学園要覧 学園要覧　平成3年度(保存用) 総務部広報課長 1992/4/1 無期限 紙 広報課 総務部広報課長 広報課
1992 総務部広報課 印刷物 学園要覧 学園要覧　平成4年度(保存用) 総務部広報課長 1993/4/1 無期限 紙 広報課 総務部広報課長 広報課
1993 総務部広報課 印刷物 学園要覧 学園要覧　平成5年度(保存用) 総務部広報課長 1994/4/1 無期限 紙 広報課 総務部広報課長 広報課
1994 総務部広報課 印刷物 学園要覧 学園要覧　平成6年度(保存用) 総務部広報課長 1995/4/1 無期限 紙 広報課 総務部広報課長 広報課
1995 総務部広報課 印刷物 学園要覧 学園要覧　平成7年度(保存用) 総務部広報課長 1996/4/1 無期限 紙 広報課 総務部広報課長 広報課
1996 総務部広報課 印刷物 学園要覧 学園要覧　平成8年度(保存用) 総務部広報課長 1997/4/1 無期限 紙 広報課 総務部広報課長 広報課
1997 総務部広報課 印刷物 学園要覧 学園要覧　平成9年度(保存用) 総務部広報課長 1998/4/1 無期限 紙 広報課 総務部広報課長 広報課
1998 総務部広報課 印刷物 学園要覧 学園要覧　平成10年度(保存用) 総務部広報課長 1999/4/1 無期限 紙 広報課 総務部広報課長 広報課
1999 総務部広報課 印刷物 学園要覧 学園要覧　平成11年度(保存用) 総務部広報課長 2000/4/1 無期限 紙 広報課 総務部広報課長 広報課
2000 総務部広報課 印刷物 学園要覧 学園要覧　平成12年度(保存用) 総務部広報課長 2001/4/1 無期限 紙 広報課 総務部広報課長 広報課
2001 総務部広報課 印刷物 学園要覧 学園要覧　平成13年度(保存用) 総務部広報課長 2002/4/1 無期限 紙 広報課 総務部広報課長 広報課
2002 総務部広報課 印刷物 学園要覧 学園要覧　平成14年度(保存用) 総務部広報課長 2003/4/1 無期限 紙 広報課 総務部広報課長 広報課
2003 総務部広報課 印刷物 学園要覧 学園要覧　平成15年度(保存用) 総務部広報課長 2004/4/1 無期限 紙 広報課 総務部広報課長 広報課
2004 総務部広報課 印刷物 学園要覧 学園要覧　平成16年度(保存用) 総務部広報課長 2005/4/1 無期限 紙 広報課 総務部広報課長 広報課
2005 総務部広報課 印刷物 学園要覧 学園要覧　平成17年度(保存用) 総務部広報課長 2006/4/1 無期限 紙 広報課 総務部広報課長 広報課
2006 総務部広報課 印刷物 学園要覧 学園要覧　平成18年度(保存用) 総務部広報課長 2007/4/1 無期限 紙 広報課 総務部広報課長 広報課
2007 総務部広報課 印刷物 学園要覧 学園要覧　平成19年度(保存用) 総務部広報課長 2008/4/1 無期限 紙 広報課 総務部広報課長 広報課
2008 総務部広報課 印刷物 学園要覧 学園要覧　平成20年度(保存用) 総務部広報課長 2009/4/1 無期限 紙 広報課 総務部広報課長 広報課
2009 総務部広報課 印刷物 学園要覧 学園要覧　平成21年度(保存用) 総務部広報課長 2010/4/1 無期限 紙 広報課 総務部広報課長 広報課
2010 総務部広報課 印刷物 学園要覧 学園要覧　平成22年度(保存用) 総務部広報課長 2011/4/1 無期限 紙 広報課 総務部広報課長 広報課
2011 総務部広報課 印刷物 学園要覧 学園要覧　平成23年度(保存用) 総務部広報課長 2012/4/1 無期限 紙 広報課 総務部広報課長 広報課
2012 総務部広報課 印刷物 学園要覧 学園要覧　平成24年度(保存用) 総務部広報課長 2013/4/1 無期限 紙 広報課 総務部広報課長 広報課
2013 総務部広報課 印刷物 学園要覧 学園要覧　平成25年度(保存用) 総務部広報課長 2014/4/1 無期限 紙 広報課 総務部広報課長 広報課
2014 総務部広報課 印刷物 学園要覧 学園要覧　平成26年度(保存用) 総務部広報課長 2015/4/1 無期限 紙 広報課 総務部広報課長 広報課
2015 総務部広報課 印刷物 学園要覧 学園要覧　平成27年度(保存用) 総務部広報課長 2016/4/1 無期限 紙 広報課 総務部広報課長 広報課
2016 総務部広報課 印刷物 学園要覧 学園要覧　平成28年度(保存用) 総務部広報課長 2017/4/1 無期限 紙 広報課 総務部広報課長 広報課
2017 総務部広報課 印刷物 学園要覧 学園要覧　平成29年度（保存用） 総務部広報課長 2018/4/1 無期限 紙 広報課 総務部広報課長 広報課
2018 総務部広報課 印刷物 学園要覧 学園要覧　平成30年度（保存用） 総務部広報課長 2019/4/1 無期限 紙 広報課 総務部広報課長 広報課
2009 総務部広報課 印刷物 アニュアルレビュー アニュアルレビュー2008(保存用) 総務部広報課長 2010/4/1 無期限 紙 広報課 総務部広報課長 広報課
2010 総務部広報課 印刷物 アニュアルレビュー アニュアルレビュー2009(保存用) 総務部広報課長 2011/4/1 無期限 紙 広報課 総務部広報課長 広報課
2010 総務部広報課 印刷物 アニュアルレビュー アニュアルレビュー英文　2009(保存用) 総務部広報課長 2011/4/1 無期限 紙 広報課 総務部広報課長 広報課
2011 総務部広報課 印刷物 アニュアルレビュー アニュアルレビュー　2010(保存用) 総務部広報課長 2012/4/1 無期限 紙 広報課 総務部広報課長 広報課
2012 総務部広報課 印刷物 アニュアルレビュー アニュアルレビュー　2011(保存用) 総務部広報課長 2013/4/1 無期限 紙 広報課 総務部広報課長 広報課
2012 総務部広報課 印刷物 アニュアルレビュー アニュアルレビュー英文　2011(保存用) 総務部広報課長 2013/4/1 無期限 紙 広報課 総務部広報課長 広報課
2013 総務部広報課 印刷物 アニュアルレビュー アニュアルレビュー　2012(保存用) 総務部広報課長 2014/4/1 無期限 紙 広報課 総務部広報課長 広報課
2014 総務部広報課 印刷物 アニュアルレビュー アニュアルレビュー　2013(保存用) 総務部広報課長 2015/4/1 無期限 紙 広報課 総務部広報課長 広報課
2014 総務部広報課 印刷物 アニュアルレビュー アニュアルレビュー英文　2013(保存用) 総務部広報課長 2015/4/1 無期限 紙 広報課 総務部広報課長 広報課
2015 総務部広報課 印刷物 アニュアルレビュー アニュアルレビュー　2014(保存用) 総務部広報課長 2016/4/1 無期限 紙 広報課 総務部広報課長 広報課
2016 総務部広報課 印刷物 アニュアルレビュー アニュアルレビュー　2015(保存用) 総務部広報課長 2017/4/1 無期限 紙 広報課 総務部広報課長 広報課
2017 総務部広報課 印刷物 アニュアルレビュー アニュアルレビュー　2016(保存用) 総務部広報課長 2018/4/1 無期限 紙 広報課 総務部広報課長 広報課
2018 総務部広報課 印刷物 アニュアルレビュー アニュアルレビュー　2017(保存用) 総務部広報課長 2019/4/1 無期限 紙 広報課 総務部広報課長 広報課
2017 総務部広報課 職員 出勤簿 平成２９年度出勤簿 総務部広報課長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 広報課 総務部広報課長 募集対策係 廃棄
2018 総務部広報課 職員 出勤簿 平成３０年度出勤簿 総務部広報課長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 広報課 総務部広報課長 募集対策係 廃棄
2019 総務部広報課 職員 出勤簿 ２０１９年度出勤簿 総務部広報課長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 広報課 総務部広報課長 募集対策係 廃棄
2017 総務部広報課 職員 休暇簿 平成２９年度休暇簿 総務部広報課長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 広報課 総務部広報課長 募集対策係 廃棄
2018 総務部広報課 職員 休暇簿 平成３０年度休暇簿 総務部広報課長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 広報課 総務部広報課長 募集対策係 廃棄
2019 総務部広報課 職員 休暇簿 ２０１９年度休暇簿 総務部広報課長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 広報課 総務部広報課長 募集対策係 廃棄
2017 総務部広報課 職員 週休日・勤務時間割振表 平成２９年度週休日 総務部広報課長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 広報課 総務部広報課長 募集対策係 廃棄
2018 総務部広報課 職員 週休日・勤務時間割振表 平成３０年度週休日 総務部広報課長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 広報課 総務部広報課長 募集対策係 廃棄
2019 総務部広報課 職員 週休日・勤務時間割振表 ２０１９年度週休日 総務部広報課長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 広報課 総務部広報課長 募集対策係 廃棄
2010 総務部広報課 庶務 旅行命令（依頼）伺等 平成２２年度旅行命令伺 総務部広報課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 広報課 総務部広報課長 募集対策係 廃棄
2011 総務部広報課 庶務 旅行命令（依頼）伺等 平成２３年度旅行命令伺 総務部広報課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 広報課 総務部広報課長 募集対策係 廃棄
2012 総務部広報課 庶務 旅行命令（依頼）伺等 平成２４年度旅行命令伺 総務部広報課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 広報課 総務部広報課長 募集対策係 廃棄
2013 総務部広報課 庶務 旅行命令（依頼）伺等 平成２５年度旅行命令伺 総務部広報課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 広報課 総務部広報課長 募集対策係 廃棄
2014 総務部広報課 庶務 旅行命令（依頼）伺等 平成２６年度旅行命令伺 総務部広報課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 広報課 総務部広報課長 募集対策係 廃棄
2015 総務部広報課 庶務 旅行命令（依頼）伺等 平成２７年度旅行命令伺 総務部広報課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 広報課 総務部広報課長 募集対策係 廃棄
2016 総務部広報課 庶務 旅行命令（依頼）伺等 平成２８年度旅行命令伺 総務部広報課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 広報課 総務部広報課長 募集対策係 廃棄
2017 総務部広報課 庶務 旅行命令（依頼）伺等 平成２９年度旅行命令伺 総務部広報課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 広報課 総務部広報課長 募集対策係 廃棄
2018 総務部広報課 庶務 旅行命令（依頼）伺等 平成３０年度旅行命令伺 総務部広報課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 広報課 総務部広報課長 募集対策係 廃棄
2019 総務部広報課 庶務 旅行命令（依頼）伺等 ２０１９年度旅行命令伺 総務部広報課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 広報課 総務部広報課長 募集対策係 廃棄
2010 総務部広報課 庶務 外勤交通費 平成２２年度　外勤交通費 総務部広報課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 広報課 総務部広報課長 募集対策係 廃棄
2011 総務部広報課 庶務 外勤交通費 平成２３年度　外勤交通費 総務部広報課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 広報課 総務部広報課長 募集対策係 廃棄
2012 総務部広報課 庶務 外勤交通費 平成２４年度　外勤交通費 総務部広報課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 広報課 総務部広報課長 募集対策係 廃棄
2013 総務部広報課 庶務 外勤交通費 平成２５年度　外勤交通費 総務部広報課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 広報課 総務部広報課長 募集対策係 廃棄
2014 総務部広報課 庶務 外勤交通費 平成２６年度　外勤交通費 総務部広報課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 広報課 総務部広報課長 募集対策係 廃棄
2015 総務部広報課 庶務 外勤交通費 平成２７年度　外勤交通費 総務部広報課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 広報課 総務部広報課長 募集対策係 廃棄
2016 総務部広報課 庶務 外勤交通費 平成２８年度　外勤交通費 総務部広報課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 広報課 総務部広報課長 募集対策係 廃棄
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2017 総務部広報課 庶務 外勤交通費 平成２９年度　外勤交通費 総務部広報課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 広報課 総務部広報課長 募集対策係 廃棄
2018 総務部広報課 庶務 外勤交通費 平成３０年度　外勤交通費 総務部広報課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 広報課 総務部広報課長 募集対策係 廃棄
2019 総務部広報課 庶務 外勤交通費 ２０１９年度　外勤交通費 総務部広報課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 広報課 総務部広報課長 募集対策係 廃棄
2015 総務部広報課 会計 契約実施手続関係 平成２７年度労働派遣契約書 総務部広報課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 広報課 総務部広報課長 募集対策係 廃棄
2016 総務部広報課 会計 契約実施手続関係 平成２８年度労働派遣契約書 総務部広報課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 広報課 総務部広報課長 募集対策係 廃棄
2017 総務部広報課 会計 契約実施手続関係 平成２９年度労働派遣契約書 総務部広報課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 広報課 総務部広報課長 募集対策係 廃棄
2018 総務部広報課 会計 契約実施手続関係 平成３０年度労働派遣契約書 総務部広報課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 広報課 総務部広報課長 募集対策係 廃棄
2015 総務部広報課 会計 契約実施手続関係 平成２７年度起案 総務部広報課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 広報課 総務部広報課長 募集対策係 廃棄
2016 総務部広報課 会計 契約実施手続関係 平成２８年度起案 総務部広報課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 広報課 総務部広報課長 募集対策係 廃棄
2017 総務部広報課 会計 契約実施手続関係 平成２９年度起案 総務部広報課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 広報課 総務部広報課長 募集対策係 廃棄
2018 総務部広報課 会計 契約実施手続関係 平成３０年度起案 総務部広報課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 広報課 総務部広報課長 募集対策係 廃棄
2018 総務部広報課 会計 契約実施手続関係 平成３０年度起案（WEB関連） 総務部広報課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 広報課 総務部広報課長 メディア戦略係 廃棄
2018 総務部広報課 会計 契約実施手続関係 JR山手線の車体広告掲出 総務部広報課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 広報課 総務部広報課長 メディア戦略係 廃棄
2019 総務部広報課 会計 契約実施手続関係 令和元年度起案 総務部広報課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 広報課 総務部広報課長 募集対策係 廃棄
2019 総務部広報課 会計 契約実施手続関係 ２０１９年度起案（WEB関連） 総務部広報課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 広報課 総務部広報課長 メディア戦略係 廃棄
2015 総務部広報課 委員会 学内広報委員会 平成２７年度学内広報委員会 総務部広報課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 広報課 総務部広報課長 メディア戦略係 廃棄
2016 総務部広報課 委員会 学内広報委員会 平成２８年度学内広報委員会 総務部広報課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 広報課 総務部広報課長 メディア戦略係 廃棄
2017 総務部広報課 委員会 学内広報委員会 平成２９年度学内広報委員会 総務部広報課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 広報課 総務部広報課長 メディア戦略係 廃棄
2018 総務部広報課 委員会 学内広報委員会 平成３０年度学内広報委員会 総務部広報課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 広報課 総務部広報課長 メディア戦略係 廃棄
2019 総務部広報課 委員会 学内広報委員会 ２０１９年度学内広報委員会 総務部広報課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 広報課 総務部広報課長 メディア戦略係 廃棄
2015 総務部広報課 委員会 認知度小委員会 平成２７年度認知度小委員会 総務部広報課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 広報課 総務部広報課長 広報課課長補佐 廃棄
2016 総務部広報課 委員会 認知度小委員会 平成２８年度認知度小委員会 総務部広報課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 広報課 総務部広報課長 広報課課長補佐 廃棄
2015 総務部広報課 広報調書 広報調書 SC広報活動報告書　平成２７年度 総務部広報課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 広報課 総務部広報課長 メディア戦略係 廃棄
2016 総務部広報課 広報調書 広報調書 SC広報活動報告書　平成２８年度 総務部広報課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 広報課 総務部広報課長 メディア戦略係 廃棄
2017 総務部広報課 広報調書 広報調書 SC広報活動報告書　平成２９年度 総務部広報課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 広報課 総務部広報課長 メディア戦略係 廃棄
2018 総務部広報課 広報調書 広報調書 SC広報活動報告書　平成３０年度 総務部広報課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 広報課 総務部広報課長 メディア戦略係 廃棄
2019 総務部広報課 広報調書 広報調書 SC広報活動報告書　令和元年度 総務部広報課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 広報課 総務部広報課長 メディア戦略係 廃棄
2017 総務部広報課 広報調書 広報調書 契約に基づく入学料割引（集団入学）について　平成２９年度 総務部広報課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 広報課 総務部広報課長 募集対策係 廃棄
2018 総務部広報課 広報調書 広報調書 契約に基づく入学料割引（集団入学）について　平成３０年度 総務部広報課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 広報課 総務部広報課長 募集対策係 廃棄
2019 総務部広報課 広報調書 広報調書 契約に基づく入学料割引（集団入学）について　令和元年度 総務部広報課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 広報課 総務部広報課長 募集対策係 廃棄
2015 総務部広報課 広報調書 広報調書 H27学校図書館司書教諭講習の実施に係るご協力について 総務部広報課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 広報課 総務部広報課長 募集対策係 廃棄
2016 総務部広報課 広報調書 広報調書 H28学校図書館司書教諭講習の実施に係るご協力について 総務部広報課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 広報課 総務部広報課長 募集対策係 廃棄
2017 総務部広報課 広報調書 広報調書 H29学校図書館司書教諭講習の実施に係るご協力について 総務部広報課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 広報課 総務部広報課長 募集対策係 廃棄
2018 総務部広報課 広報調書 広報調書 H30学校図書館司書教諭講習の実施に係るご協力について 総務部広報課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 広報課 総務部広報課長 募集対策係 廃棄
2019 総務部広報課 広報調書 広報調書 R1学校図書館司書教諭講習の実施に係るご協力について 総務部広報課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 広報課 総務部広報課長 募集対策係 廃棄
2017 総務部広報課 広報調書 広報調書 平成30年度放送大学学生募集要項資料等の請求受付及び発送業務 総務部広報課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 広報課 総務部広報課長 募集対策係 廃棄
2015 総務部広報課 広報調書 広報調書 ２７－２教育関係機関へのＤＭについて 総務部広報課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 広報課 総務部広報課長 募集対策係 廃棄
2015 総務部広報課 広報調書 広報調書 ２８－１教育関係機関へのＤＭについて 総務部広報課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 広報課 総務部広報課長 募集対策係 廃棄
2016 総務部広報課 広報調書 広報調書 ２８－２教育関係機関へのＤＭについて 総務部広報課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 広報課 総務部広報課長 募集対策係 廃棄
2016 総務部広報課 広報調書 広報調書 ２９－１教育関係機関へのＤＭについて 総務部広報課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 広報課 総務部広報課長 募集対策係 廃棄
2017 総務部広報課 広報調書 広報調書 ２９－２教育関係機関へのＤＭについて 総務部広報課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 広報課 総務部広報課長 募集対策係 廃棄
2017 総務部広報課 広報調書 広報調書 ３０－１教育関係機関へのＤＭについて 総務部広報課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 広報課 総務部広報課長 募集対策係 廃棄
2018 総務部広報課 広報調書 広報調書 ３０－２教育関係機関へのＤＭについて 総務部広報課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 広報課 総務部広報課長 募集対策係 廃棄
2018 総務部広報課 広報調書 広報調書 ２０１９－１教育関係機関へのＤＭについて 総務部広報課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 広報課 総務部広報課長 募集対策係 廃棄
2019 総務部広報課 広報調書 広報調書 ２０１９－２教育関係機関へのＤＭについて 総務部広報課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 広報課 総務部広報課長 募集対策係 廃棄
2019 総務部広報課 広報調書 広報調書 ２０２０－１教育関係機関へのＤＭについて 総務部広報課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 広報課 総務部広報課長 募集対策係 廃棄
2015 総務部広報課 広報調書 広報調書 Ｈ２７－２国立大学等への職員研修の依頼について 総務部広報課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 広報課 総務部広報課長 募集対策係 廃棄
2015 総務部広報課 広報調書 広報調書 Ｈ２８－１国立大学等への職員研修の依頼について 総務部広報課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 広報課 総務部広報課長 募集対策係 廃棄
2016 総務部広報課 広報調書 広報調書 Ｈ２８－２国立大学等への職員研修の依頼について 総務部広報課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 広報課 総務部広報課長 募集対策係 廃棄
2016 総務部広報課 広報調書 広報調書 Ｈ２９－１国立大学等への職員研修の依頼について 総務部広報課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 広報課 総務部広報課長 募集対策係 廃棄
2017 総務部広報課 広報調書 広報調書 Ｈ２９－２国立大学等への職員研修の依頼について 総務部広報課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 広報課 総務部広報課長 募集対策係 廃棄
2017 総務部広報課 広報調書 広報調書 Ｈ３０－１国立大学等への職員研修の依頼について 総務部広報課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 広報課 総務部広報課長 募集対策係 廃棄
2018 総務部広報課 広報調書 広報調書 Ｈ３０－２国立大学等への職員研修の依頼について 総務部広報課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 広報課 総務部広報課長 募集対策係 廃棄
2018 総務部広報課 広報調書 広報調書 ２０１９－１国立大学等への職員研修の依頼について 総務部広報課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 広報課 総務部広報課長 募集対策係 廃棄
2019 総務部広報課 広報調書 広報調書 ２０１９－２国立大学等への職員研修の依頼について 総務部広報課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 広報課 総務部広報課長 募集対策係 廃棄
2019 総務部広報課 広報調書 広報調書 ２０２０－１国立大学等への職員研修の依頼について 総務部広報課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 広報課 総務部広報課長 募集対策係 廃棄
2017 総務部広報課 印刷物作成伺 印刷物起案文書 2018年度第１学期教養学部，大学院（修士選科・科目生）学生募集要項の作成について 総務部広報課長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 広報課 総務部広報課長 募集対策係 廃棄
2017 総務部広報課 印刷物作成伺 印刷物起案文書 2018年度第2学期教養学部，大学院（修士選科・科目生）学生募集要項の作成について 総務部広報課長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 広報課 総務部広報課長 募集対策係 廃棄
2018 総務部広報課 印刷物作成伺 印刷物起案文書 2019年度第1学期教養学部，大学院（修士選科・科目生）学生募集要項の作成について 総務部広報課長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 広報課 総務部広報課長 募集対策係 廃棄
2018 総務部広報課 印刷物作成伺 印刷物起案文書 2019年度第2学期教養学部，大学院（修士選科・科目生）学生募集要項の作成について 総務部広報課長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 広報課 総務部広報課長 募集対策係 廃棄
2019 総務部広報課 印刷物作成伺 印刷物起案文書 令和2年度第1学期教養学部，大学院（修士選科・科目生）学生募集要項の作成について 総務部広報課長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 広報課 総務部広報課長 募集対策係 廃棄
2019 総務部広報課 印刷物作成伺 印刷物起案文書 令和2年度第2学期教養学部，大学院（修士選科・科目生）学生募集要項の作成について 総務部広報課長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 広報課 総務部広報課長 募集対策係 廃棄
2017 総務部広報課 印刷物作成伺 印刷物起案文書 平成３０年度夏季集中型（学校図書館司書教諭・看護師資格）要項の作成について 総務部広報課長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 広報課 総務部広報課長 募集対策係 廃棄
2018 総務部広報課 印刷物作成伺 印刷物起案文書 2019年度夏季集中型（学校図書館司書教諭・看護師資格）要項の作成について 総務部広報課長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 広報課 総務部広報課長 募集対策係 廃棄
2019 総務部広報課 印刷物作成伺 印刷物起案文書 令和２年度夏季集中型（学校図書館司書教諭）要項の作成について 総務部広報課長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 広報課 総務部広報課長 募集対策係 廃棄
2017 総務部学生サポートセンター室 職員 庶務関係書類 庶務関連書類（休暇簿・振替簿・割振簿・勤務時間報告書・時間外労働集計簿・勤務シフト

表）（平成29年度） 総務部学生サポートセンター室 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 学生ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ室 総務部学生サポートセンター室長 総務部学生サポートセンター室 廃棄
2018 総務部学生サポートセンター室 職員 庶務関係書類 庶務関連書類（休暇簿・振替簿・割振簿・勤務時間報告書・時間外労働集計簿・勤務シフト

表）（平成30年度） 総務部学生サポートセンター室長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 学生ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ室 総務部学生サポートセンター室長 総務部学生サポートセンター室 廃棄
2019 総務部学生サポートセンター室 職員 庶務関係書類 庶務関連書類（休暇簿・振替簿・割振簿・勤務時間報告書・時間外労働集計簿・勤務シフト

表）（令和元年度） 総務部学生サポートセンター室長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 学生ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ室 総務部学生サポートセンター室長 総務部学生サポートセンター室 廃棄



25/374

大分類 中分類
備考作成・取得年度等

文書分類
小分類 法人文書ファイル名 作成・取得者 起算日 保存期間

保存期間満了
時期

媒体の種別 保存場所 管理者 管理担当係等
保存期間満了時の

措置結果
2017 総務部学生サポートセンター室 職員 出勤簿 出勤簿（平成29年度） 総務部学生サポートセンター室長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 学生ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ室 総務部学生サポートセンター室長 総務部学生サポートセンター室 廃棄
2018 総務部学生サポートセンター室 職員 出勤簿 出勤簿（平成30年度） 総務部学生サポートセンター室長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 学生ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ室 総務部学生サポートセンター室長 総務部学生サポートセンター室 廃棄
2019 総務部学生サポートセンター室 職員 出勤簿 出勤簿（令和元年度）2019年度 総務部学生サポートセンター室長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 学生ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ室 総務部学生サポートセンター室長 総務部学生サポートセンター室 廃棄
2011 総務部学生サポートセンター室 庶務 旅行命令（依頼）伺等 旅行命令伺（平成23年度） 総務部学生サポートセンター室長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 学生ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ室 総務部学生サポートセンター室長 総務部学生サポートセンター室 廃棄
2012 総務部学生サポートセンター室 庶務 旅行命令（依頼）伺等 旅行命令伺（平成24年度） 総務部学生サポートセンター室長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 学生ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ室 総務部学生サポートセンター室長 総務部学生サポートセンター室 廃棄
2013 総務部学生サポートセンター室 庶務 旅行命令（依頼）伺等 旅行命令伺（平成25年度） 総務部学生サポートセンター室長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 学生ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ室 総務部学生サポートセンター室長 総務部学生サポートセンター室 廃棄
2014 総務部学生サポートセンター室 庶務 旅行命令（依頼）伺等 旅行命令伺（平成26年度） 総務部学生サポートセンター室長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 学生ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ室 総務部学生サポートセンター室長 総務部学生サポートセンター室 廃棄
2015 総務部学生サポートセンター室 庶務 旅行命令（依頼）伺等 旅行命令伺（平成27年度） 総務部学生サポートセンター室長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 学生ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ室 総務部学生サポートセンター室長 総務部学生サポートセンター室 廃棄
2016 総務部学生サポートセンター室 庶務 旅行命令（依頼）伺等 旅行命令伺（平成28年度） 総務部学生サポートセンター室長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 学生ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ室 総務部学生サポートセンター室長 総務部学生サポートセンター室 廃棄
2017 総務部学生サポートセンター室 庶務 旅行命令（依頼）伺等 旅行命令伺（平成29年度） 総務部学生サポートセンター室長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 学生ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ室 総務部学生サポートセンター室長 総務部学生サポートセンター室 廃棄
2018 総務部学生サポートセンター室 庶務 旅行命令（依頼）伺等 旅行命令伺（平成30年度） 総務部学生サポートセンター室長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 学生ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ室 総務部学生サポートセンター室長 総務部学生サポートセンター室 廃棄
2019 総務部学生サポートセンター室 庶務 旅行命令（依頼）伺等 旅行命令伺（令和元年度） 総務部学生サポートセンター室長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 学生ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ室 総務部学生サポートセンター室長 総務部学生サポートセンター室 廃棄
2012 総務部学生サポートセンター室 庶務 外勤交通費 外勤交通費（平成24年度） 総務部学生サポートセンター室長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 学生ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ室 総務部学生サポートセンター室長 総務部学生サポートセンター室 廃棄
2013 総務部学生サポートセンター室 庶務 外勤交通費 外勤交通費（平成25年度） 総務部学生サポートセンター室長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 学生ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ室 総務部学生サポートセンター室長 総務部学生サポートセンター室 廃棄
2014 総務部学生サポートセンター室 庶務 外勤交通費 外勤交通費（平成26年度） 総務部学生サポートセンター室長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 学生ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ室 総務部学生サポートセンター室長 総務部学生サポートセンター室 廃棄
2015 総務部学生サポートセンター室 庶務 外勤交通費 外勤交通費（平成27年度） 総務部学生サポートセンター室長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 学生ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ室 総務部学生サポートセンター室長 総務部学生サポートセンター室 廃棄
2016 総務部学生サポートセンター室 庶務 外勤交通費 外勤交通費（平成28年度） 総務部学生サポートセンター室長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 学生ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ室 総務部学生サポートセンター室長 総務部学生サポートセンター室 廃棄
2017 総務部学生サポートセンター室 庶務 外勤交通費 外勤交通費（平成29年度） 総務部学生サポートセンター室長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 学生ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ室 総務部学生サポートセンター室長 総務部学生サポートセンター室 廃棄
2018 総務部学生サポートセンター室 庶務 外勤交通費 外勤交通費（平成30年度） 総務部学生サポートセンター室長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 学生ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ室 総務部学生サポートセンター室長 総務部学生サポートセンター室 廃棄
2019 総務部学生サポートセンター室 庶務 外勤交通費 外勤交通費（令和元年度） 総務部学生サポートセンター室長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 学生ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ室 総務部学生サポートセンター室長 総務部学生サポートセンター室 廃棄
2017 総務部学生サポートセンター室 管理運営 受電対応実績・架電ｻﾎﾟｰﾄｺｰﾙ総括 2017年度1学期 総括（アウトバウンド） 総務部学生サポートセンター室長 2018/4/1 3年 2021/3/31 電子情報 電子(共有サーバー) 総務部学生サポートセンター室長 総務部学生サポートセンター室 廃棄
2017 総務部学生サポートセンター室 管理運営 受電対応実績・架電ｻﾎﾟｰﾄｺｰﾙ総括 2017年度 2学期総括（アウトバウンド） 総務部学生サポートセンター室長 2018/4/1 3年 2021/3/31 電子情報 電子(共有サーバー) 総務部学生サポートセンター室長 総務部学生サポートセンター室 廃棄
2018 総務部学生サポートセンター室 管理運営 受電対応実績・架電ｻﾎﾟｰﾄｺｰﾙ総括 2018年度 1学期総括（アウトバウンド） 総務部学生サポートセンター室長 2019/4/1 3年 2022/3/31 電子情報 電子(共有サーバー) 総務部学生サポートセンター室長 総務部学生サポートセンター室 廃棄
2018 総務部学生サポートセンター室 管理運営 受電対応実績・架電ｻﾎﾟｰﾄｺｰﾙ総括 2018年度 2学期総括（アウトバウンド） 総務部学生サポートセンター室長 2019/4/1 3年 2022/3/31 電子情報 電子(共有サーバー) 総務部学生サポートセンター室長 総務部学生サポートセンター室 廃棄
2019 総務部学生サポートセンター室 管理運営 受電対応実績・架電ｻﾎﾟｰﾄｺｰﾙ総括 2019年度 1学期総括（アウトバウンド） 総務部学生サポートセンター室長 2020/4/1 3年 2023/3/31 電子情報 電子(共有サーバー) 総務部学生サポートセンター室長 総務部学生サポートセンター室 廃棄
2019 総務部学生サポートセンター室 管理運営 受電対応実績・架電ｻﾎﾟｰﾄｺｰﾙ総括 2019年度 2学期総括（アウトバウンド） 総務部学生サポートセンター室長 2020/4/1 3年 2023/3/31 電子情報 電子(共有サーバー) 総務部学生サポートセンター室長 総務部学生サポートセンター室 廃棄
2017 総務部学生サポートセンター室 管理運営 受電対応実績・架電ｻﾎﾟｰﾄｺｰﾙ総括 2017年度上期総括（総合受付） 総務部学生サポートセンター室長 2018/4/1 3年 2021/3/31 電子情報 電子(共有サーバー) 総務部学生サポートセンター室長 総務部学生サポートセンター室 廃棄
2017 総務部学生サポートセンター室 管理運営 受電対応実績・架電ｻﾎﾟｰﾄｺｰﾙ総括 2017年度下期総括（総合受付） 総務部学生サポートセンター室長 2018/4/1 3年 2021/3/31 電子情報 電子(共有サーバー) 総務部学生サポートセンター室長 総務部学生サポートセンター室 廃棄
2018 総務部学生サポートセンター室 管理運営 受電対応実績・架電ｻﾎﾟｰﾄｺｰﾙ総括 2018年度上期総括（総合受付） 総務部学生サポートセンター室長 2019/4/1 3年 2022/3/31 電子情報 電子(共有サーバー) 総務部学生サポートセンター室長 総務部学生サポートセンター室 廃棄
2018 総務部学生サポートセンター室 管理運営 受電対応実績・架電ｻﾎﾟｰﾄｺｰﾙ総括 2018年度下期総括（総合受付） 総務部学生サポートセンター室長 2019/4/1 3年 2022/3/31 電子情報 電子(共有サーバー) 総務部学生サポートセンター室長 総務部学生サポートセンター室 廃棄
2019 総務部学生サポートセンター室 管理運営 受電対応実績・架電ｻﾎﾟｰﾄｺｰﾙ総括 2019年度上期総括（総合受付） 総務部学生サポートセンター室長 2020/4/1 3年 2023/3/31 電子情報 電子(共有サーバー) 総務部学生サポートセンター室長 総務部学生サポートセンター室 廃棄
2019 総務部学生サポートセンター室 管理運営 受電対応実績・架電ｻﾎﾟｰﾄｺｰﾙ総括 2019年度下期総括（総合受付） 総務部学生サポートセンター室長 2020/4/1 3年 2023/3/31 電子情報 電子(共有サーバー) 総務部学生サポートセンター室長 総務部学生サポートセンター室 廃棄
2015 総務部学生サポートセンター室 管理運営 起案原議書 起案原議書（平成27年度） 総務部学生サポートセンター室長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 学生ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ室 総務部学生サポートセンター室長 総務部学生サポートセンター室 廃棄
2016 総務部学生サポートセンター室 管理運営 起案現議書 起案現議書（平成28年度） 総務部学生サポートセンター室長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 学生ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ室 総務部学生サポートセンター室長 総務部学生サポートセンター室 廃棄
2017 総務部学生サポートセンター室 管理運営 起案現議書 起案現議書（平成29年度） 総務部学生サポートセンター室長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 学生ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ室 総務部学生サポートセンター室長 総務部学生サポートセンター室 廃棄
2018 総務部学生サポートセンター室 管理運営 起案現議書 起案現議書（平成30年度） 総務部学生サポートセンター室長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 学生ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ室 総務部学生サポートセンター室長 総務部学生サポートセンター室 廃棄
2019 総務部学生サポートセンター室 管理運営 起案現議書 起案現議書（令和元年度） 総務部学生サポートセンター室長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 学生ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ室 総務部学生サポートセンター室長 総務部学生サポートセンター室 廃棄
2017 総務部学生サポートセンター室 人事関係 派遣職員関係 派遣先管理台帳・タイムシート（平成29年度） 総務部学生サポートセンター室長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 学生ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ室 総務部学生サポートセンター室長 総務部学生サポートセンター室 廃棄
2018 総務部学生サポートセンター室 人事関係 派遣職員関係 派遣先管理台帳・タイムシート（平成30年度） 総務部学生サポートセンター室長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 学生ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ室 総務部学生サポートセンター室長 総務部学生サポートセンター室 廃棄
2019 総務部学生サポートセンター室 人事関係 派遣職員関係 派遣先管理台帳・タイムシート（令和元年度） 総務部学生サポートセンター室長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 学生ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ室 総務部学生サポートセンター室長 総務部学生サポートセンター室 廃棄
2017 総務部学生サポートセンター室 人事関係 派遣職員関係 労働者派遣通知書・契約書・勤務シフト表（平成29年度） 総務部学生サポートセンター室長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 学生ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ室 総務部学生サポートセンター室長 総務部学生サポートセンター室 廃棄
2018 総務部学生サポートセンター室 人事関係 派遣職員関係 労働者派遣通知書・契約書・勤務シフト表（平成30年度） 総務部学生サポートセンター室長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 学生ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ室 総務部学生サポートセンター室長 総務部学生サポートセンター室 廃棄
2019 総務部学生サポートセンター室 人事関係 派遣職員関係 労働者派遣通知書・契約書・勤務シフト表（令和元年度） 総務部学生サポートセンター室長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 学生ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ室 総務部学生サポートセンター室長 総務部学生サポートセンター室 廃棄
2010 総務部学生サポートセンター室 会計 物品、物品修繕及び役務等請求票兼物品取得、修繕及び役務等伺

書関係
物品、物品修繕及び役務等請求票兼
物品取得、修繕及び役務等伺書関係（平成22年度） 総務部学生サポートセンター室長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 学生ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ室 総務部学生サポートセンター室長 総務部学生サポートセンター室 廃棄

2011 総務部学生サポートセンター室 会計 物品、物品修繕及び役務等請求票兼物品取得、修繕及び役務等伺
書関係

物品、物品修繕及び役務等請求票兼
物品取得、修繕及び役務等伺書関係（平成23年度） 総務部学生サポートセンター室長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 学生ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ室 総務部学生サポートセンター室長 総務部学生サポートセンター室 廃棄

2012 総務部学生サポートセンター室 会計 購入依頼書関係 購入依頼書関係（平成24年度） 総務部学生サポートセンター室長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 学生ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ室 総務部学生サポートセンター室長 総務部学生サポートセンター室 廃棄
2013 総務部学生サポートセンター室 会計 購入依頼書関係 購入依頼書関係（平成25年度） 総務部学生サポートセンター室長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 学生ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ室 総務部学生サポートセンター室長 総務部学生サポートセンター室 廃棄
2014 総務部学生サポートセンター室 会計 購入依頼書関係 購入依頼書関係（平成26年度） 総務部学生サポートセンター室長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 学生ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ室 総務部学生サポートセンター室長 総務部学生サポートセンター室 廃棄
2015 総務部学生サポートセンター室 会計 購入依頼書関係 購入依頼書関係（平成27年度） 総務部学生サポートセンター室長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 学生ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ室 総務部学生サポートセンター室長 総務部学生サポートセンター室 廃棄
2016 総務部学生サポートセンター室 会計 購入依頼書関係 購入依頼書関係（平成28年度） 総務部学生サポートセンター室長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 学生ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ室 総務部学生サポートセンター室長 総務部学生サポートセンター室 廃棄
2017 総務部学生サポートセンター室 会計 購入依頼書関係 購入依頼書関係（平成29年度） 総務部学生サポートセンター室長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 学生ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ室 総務部学生サポートセンター室長 総務部学生サポートセンター室 廃棄
2018 総務部学生サポートセンター室 会計 購入依頼書関係 購入依頼書関係（平成30年度） 総務部学生サポートセンター室長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 学生ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ室 総務部学生サポートセンター室長 総務部学生サポートセンター室 廃棄
2019 総務部学生サポートセンター室 会計 購入依頼書関係 購入依頼書関係（令和元年度） 総務部学生サポートセンター室長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 学生ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ室 総務部学生サポートセンター室長 総務部学生サポートセンター室 廃棄
2010 総務部学生サポートセンター室 会計 購入依頼書関係 派遣会社支払控　上期・下期（平成22年度） 総務部学生サポートセンター室長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 学生ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ室 総務部学生サポートセンター室長 総務部学生サポートセンター室 廃棄
2011 総務部学生サポートセンター室 会計 購入依頼書関係 派遣会社支払控　上期・下期（平成23年度） 総務部学生サポートセンター室長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 学生ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ室 総務部学生サポートセンター室長 総務部学生サポートセンター室 廃棄
2012 総務部学生サポートセンター室 会計 購入依頼書関係 派遣会社支払控　上期・下期（平成24年度） 総務部学生サポートセンター室長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 学生ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ室 総務部学生サポートセンター室長 総務部学生サポートセンター室 廃棄
2013 総務部学生サポートセンター室 会計 購入依頼書関係 派遣会社支払控　上期・下期（平成25年度） 総務部学生サポートセンター室長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 学生ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ室 総務部学生サポートセンター室長 総務部学生サポートセンター室 廃棄
2014 総務部学生サポートセンター室 会計 購入依頼書関係 派遣会社支払控　上期・下期（平成26年度） 総務部学生サポートセンター室長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 学生ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ室 総務部学生サポートセンター室長 総務部学生サポートセンター室 廃棄
2015 総務部学生サポートセンター室 会計 購入依頼書関係 派遣会社支払控　上期・下期（平成27年度） 総務部学生サポートセンター室長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 学生ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ室 総務部学生サポートセンター室長 総務部学生サポートセンター室 廃棄
2016 総務部学生サポートセンター室 会計 購入依頼書関係 派遣会社支払控　上期・下期（平成28年度） 総務部学生サポートセンター室長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 学生ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ室 総務部学生サポートセンター室長 総務部学生サポートセンター室 廃棄
2017 総務部学生サポートセンター室 会計 購入依頼書関係 派遣会社支払控　上期・下期（平成29年度） 総務部学生サポートセンター室長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 学生ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ室 総務部学生サポートセンター室長 総務部学生サポートセンター室 廃棄
2018 総務部学生サポートセンター室 会計 購入依頼書関係 派遣会社支払控　上期・下期（平成30年度） 総務部学生サポートセンター室長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 学生ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ室 総務部学生サポートセンター室長 総務部学生サポートセンター室 廃棄
2019 総務部学生サポートセンター室 会計 購入依頼書関係 派遣会社支払控　上期・下期（平成31年度） 総務部学生サポートセンター室長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 学生ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ室 総務部学生サポートセンター室長 総務部学生サポートセンター室 廃棄
2017 総務部学生サポートセンター室 職員 庶務関係書類 庶務関連書類（休暇簿・振替簿・割振簿・勤務時間報告書・時間外労働集計簿・勤務シフト

表）（平成29年度） 総務部学生サポートセンター室 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 学生ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ室 総務部学生サポートセンター室長 総務部学生サポートセンター室 廃棄
2018 総務部学生サポートセンター室 職員 庶務関係書類 庶務関連書類（休暇簿・振替簿・割振簿・勤務時間報告書・時間外労働集計簿・勤務シフト

表）（平成30年度） 総務部学生サポートセンター室長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 学生ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ室 総務部学生サポートセンター室長 総務部学生サポートセンター室 廃棄
2019 総務部学生サポートセンター室 職員 庶務関係書類 庶務関連書類（休暇簿・振替簿・割振簿・勤務時間報告書・時間外労働集計簿・勤務シフト

表）（令和元年度） 総務部学生サポートセンター室長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 学生ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ室 総務部学生サポートセンター室長 総務部学生サポートセンター室 廃棄
2017 総務部学生サポートセンター室 職員 出勤簿 出勤簿（平成29年度） 総務部学生サポートセンター室長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 学生ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ室 総務部学生サポートセンター室長 総務部学生サポートセンター室 廃棄
2018 総務部学生サポートセンター室 職員 出勤簿 出勤簿（平成30年度） 総務部学生サポートセンター室長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 学生ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ室 総務部学生サポートセンター室長 総務部学生サポートセンター室 廃棄
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措置結果
2019 総務部学生サポートセンター室 職員 出勤簿 出勤簿（令和元年度）2019年度 総務部学生サポートセンター室長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 学生ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ室 総務部学生サポートセンター室長 総務部学生サポートセンター室 廃棄
2011 総務部学生サポートセンター室 庶務 旅行命令（依頼）伺等 旅行命令伺（平成23年度） 総務部学生サポートセンター室長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 学生ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ室 総務部学生サポートセンター室長 総務部学生サポートセンター室 廃棄
2012 総務部学生サポートセンター室 庶務 旅行命令（依頼）伺等 旅行命令伺（平成24年度） 総務部学生サポートセンター室長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 学生ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ室 総務部学生サポートセンター室長 総務部学生サポートセンター室 廃棄
2013 総務部学生サポートセンター室 庶務 旅行命令（依頼）伺等 旅行命令伺（平成25年度） 総務部学生サポートセンター室長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 学生ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ室 総務部学生サポートセンター室長 総務部学生サポートセンター室 廃棄
2014 総務部学生サポートセンター室 庶務 旅行命令（依頼）伺等 旅行命令伺（平成26年度） 総務部学生サポートセンター室長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 学生ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ室 総務部学生サポートセンター室長 総務部学生サポートセンター室 廃棄
2015 総務部学生サポートセンター室 庶務 旅行命令（依頼）伺等 旅行命令伺（平成27年度） 総務部学生サポートセンター室長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 学生ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ室 総務部学生サポートセンター室長 総務部学生サポートセンター室 廃棄
2016 総務部学生サポートセンター室 庶務 旅行命令（依頼）伺等 旅行命令伺（平成28年度） 総務部学生サポートセンター室長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 学生ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ室 総務部学生サポートセンター室長 総務部学生サポートセンター室 廃棄
2017 総務部学生サポートセンター室 庶務 旅行命令（依頼）伺等 旅行命令伺（平成29年度） 総務部学生サポートセンター室長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 学生ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ室 総務部学生サポートセンター室長 総務部学生サポートセンター室 廃棄
2018 総務部学生サポートセンター室 庶務 旅行命令（依頼）伺等 旅行命令伺（平成30年度） 総務部学生サポートセンター室長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 学生ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ室 総務部学生サポートセンター室長 総務部学生サポートセンター室 廃棄
2019 総務部学生サポートセンター室 庶務 旅行命令（依頼）伺等 旅行命令伺（令和元年度） 総務部学生サポートセンター室長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 学生ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ室 総務部学生サポートセンター室長 総務部学生サポートセンター室 廃棄
2012 総務部学生サポートセンター室 庶務 外勤交通費 外勤交通費（平成24年度） 総務部学生サポートセンター室長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 学生ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ室 総務部学生サポートセンター室長 総務部学生サポートセンター室 廃棄
2013 総務部学生サポートセンター室 庶務 外勤交通費 外勤交通費（平成25年度） 総務部学生サポートセンター室長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 学生ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ室 総務部学生サポートセンター室長 総務部学生サポートセンター室 廃棄
2014 総務部学生サポートセンター室 庶務 外勤交通費 外勤交通費（平成26年度） 総務部学生サポートセンター室長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 学生ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ室 総務部学生サポートセンター室長 総務部学生サポートセンター室 廃棄
2015 総務部学生サポートセンター室 庶務 外勤交通費 外勤交通費（平成27年度） 総務部学生サポートセンター室長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 学生ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ室 総務部学生サポートセンター室長 総務部学生サポートセンター室 廃棄
2016 総務部学生サポートセンター室 庶務 外勤交通費 外勤交通費（平成28年度） 総務部学生サポートセンター室長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 学生ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ室 総務部学生サポートセンター室長 総務部学生サポートセンター室 廃棄
2017 総務部学生サポートセンター室 庶務 外勤交通費 外勤交通費（平成29年度） 総務部学生サポートセンター室長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 学生ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ室 総務部学生サポートセンター室長 総務部学生サポートセンター室 廃棄
2018 総務部学生サポートセンター室 庶務 外勤交通費 外勤交通費（平成30年度） 総務部学生サポートセンター室長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 学生ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ室 総務部学生サポートセンター室長 総務部学生サポートセンター室 廃棄
2019 総務部学生サポートセンター室 庶務 外勤交通費 外勤交通費（令和元年度） 総務部学生サポートセンター室長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 学生ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ室 総務部学生サポートセンター室長 総務部学生サポートセンター室 廃棄
2017 総務部学生サポートセンター室 管理運営 受電対応実績・架電ｻﾎﾟｰﾄｺｰﾙ総括 2017年度1学期 総括（アウトバウンド） 総務部学生サポートセンター室長 2018/4/1 3年 2021/3/31 電子情報 電子(共有サーバー) 総務部学生サポートセンター室長 総務部学生サポートセンター室 廃棄
2017 総務部学生サポートセンター室 管理運営 受電対応実績・架電ｻﾎﾟｰﾄｺｰﾙ総括 2017年度 2学期総括（アウトバウンド） 総務部学生サポートセンター室長 2018/4/1 3年 2021/3/31 電子情報 電子(共有サーバー) 総務部学生サポートセンター室長 総務部学生サポートセンター室 廃棄
2018 総務部学生サポートセンター室 管理運営 受電対応実績・架電ｻﾎﾟｰﾄｺｰﾙ総括 2018年度 1学期総括（アウトバウンド） 総務部学生サポートセンター室長 2019/4/1 3年 2022/3/31 電子情報 電子(共有サーバー) 総務部学生サポートセンター室長 総務部学生サポートセンター室 廃棄
2018 総務部学生サポートセンター室 管理運営 受電対応実績・架電ｻﾎﾟｰﾄｺｰﾙ総括 2018年度 2学期総括（アウトバウンド） 総務部学生サポートセンター室長 2019/4/1 3年 2022/3/31 電子情報 電子(共有サーバー) 総務部学生サポートセンター室長 総務部学生サポートセンター室 廃棄
2019 総務部学生サポートセンター室 管理運営 受電対応実績・架電ｻﾎﾟｰﾄｺｰﾙ総括 2019年度 1学期総括（アウトバウンド） 総務部学生サポートセンター室長 2020/4/1 3年 2023/3/31 電子情報 電子(共有サーバー) 総務部学生サポートセンター室長 総務部学生サポートセンター室 廃棄
2019 総務部学生サポートセンター室 管理運営 受電対応実績・架電ｻﾎﾟｰﾄｺｰﾙ総括 2019年度 2学期総括（アウトバウンド） 総務部学生サポートセンター室長 2020/4/1 3年 2023/3/31 電子情報 電子(共有サーバー) 総務部学生サポートセンター室長 総務部学生サポートセンター室 廃棄
2017 総務部学生サポートセンター室 管理運営 受電対応実績・架電ｻﾎﾟｰﾄｺｰﾙ総括 2017年度上期総括（総合受付） 総務部学生サポートセンター室長 2018/4/1 3年 2021/3/31 電子情報 電子(共有サーバー) 総務部学生サポートセンター室長 総務部学生サポートセンター室 廃棄
2017 総務部学生サポートセンター室 管理運営 受電対応実績・架電ｻﾎﾟｰﾄｺｰﾙ総括 2017年度下期総括（総合受付） 総務部学生サポートセンター室長 2018/4/1 3年 2021/3/31 電子情報 電子(共有サーバー) 総務部学生サポートセンター室長 総務部学生サポートセンター室 廃棄
2018 総務部学生サポートセンター室 管理運営 受電対応実績・架電ｻﾎﾟｰﾄｺｰﾙ総括 2018年度上期総括（総合受付） 総務部学生サポートセンター室長 2019/4/1 3年 2022/3/31 電子情報 電子(共有サーバー) 総務部学生サポートセンター室長 総務部学生サポートセンター室 廃棄
2018 総務部学生サポートセンター室 管理運営 受電対応実績・架電ｻﾎﾟｰﾄｺｰﾙ総括 2018年度下期総括（総合受付） 総務部学生サポートセンター室長 2019/4/1 3年 2022/3/31 電子情報 電子(共有サーバー) 総務部学生サポートセンター室長 総務部学生サポートセンター室 廃棄
2019 総務部学生サポートセンター室 管理運営 受電対応実績・架電ｻﾎﾟｰﾄｺｰﾙ総括 2019年度上期総括（総合受付） 総務部学生サポートセンター室長 2020/4/1 3年 2023/3/31 電子情報 電子(共有サーバー) 総務部学生サポートセンター室長 総務部学生サポートセンター室 廃棄
2019 総務部学生サポートセンター室 管理運営 受電対応実績・架電ｻﾎﾟｰﾄｺｰﾙ総括 2019年度下期総括（総合受付） 総務部学生サポートセンター室長 2020/4/1 3年 2023/3/31 電子情報 電子(共有サーバー) 総務部学生サポートセンター室長 総務部学生サポートセンター室 廃棄
2015 総務部学生サポートセンター室 管理運営 起案原議書 起案原議書（平成27年度） 総務部学生サポートセンター室長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 学生ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ室 総務部学生サポートセンター室長 総務部学生サポートセンター室 廃棄
2016 総務部学生サポートセンター室 管理運営 起案現議書 起案現議書（平成28年度） 総務部学生サポートセンター室長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 学生ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ室 総務部学生サポートセンター室長 総務部学生サポートセンター室 廃棄
2017 総務部学生サポートセンター室 管理運営 起案現議書 起案現議書（平成29年度） 総務部学生サポートセンター室長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 学生ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ室 総務部学生サポートセンター室長 総務部学生サポートセンター室 廃棄
2018 総務部学生サポートセンター室 管理運営 起案現議書 起案現議書（平成30年度） 総務部学生サポートセンター室長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 学生ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ室 総務部学生サポートセンター室長 総務部学生サポートセンター室 廃棄
2019 総務部学生サポートセンター室 管理運営 起案現議書 起案現議書（令和元年度） 総務部学生サポートセンター室長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 学生ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ室 総務部学生サポートセンター室長 総務部学生サポートセンター室 廃棄
2017 総務部学生サポートセンター室 人事関係 派遣職員関係 派遣先管理台帳・タイムシート（平成29年度） 総務部学生サポートセンター室長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 学生ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ室 総務部学生サポートセンター室長 総務部学生サポートセンター室 廃棄
2018 総務部学生サポートセンター室 人事関係 派遣職員関係 派遣先管理台帳・タイムシート（平成30年度） 総務部学生サポートセンター室長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 学生ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ室 総務部学生サポートセンター室長 総務部学生サポートセンター室 廃棄
2019 総務部学生サポートセンター室 人事関係 派遣職員関係 派遣先管理台帳・タイムシート（令和元年度） 総務部学生サポートセンター室長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 学生ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ室 総務部学生サポートセンター室長 総務部学生サポートセンター室 廃棄
2017 総務部学生サポートセンター室 人事関係 派遣職員関係 労働者派遣通知書・契約書・勤務シフト表（平成29年度） 総務部学生サポートセンター室長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 学生ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ室 総務部学生サポートセンター室長 総務部学生サポートセンター室 廃棄
2018 総務部学生サポートセンター室 人事関係 派遣職員関係 労働者派遣通知書・契約書・勤務シフト表（平成30年度） 総務部学生サポートセンター室長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 学生ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ室 総務部学生サポートセンター室長 総務部学生サポートセンター室 廃棄
2019 総務部学生サポートセンター室 人事関係 派遣職員関係 労働者派遣通知書・契約書・勤務シフト表（令和元年度） 総務部学生サポートセンター室長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 学生ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ室 総務部学生サポートセンター室長 総務部学生サポートセンター室 廃棄
2010 総務部学生サポートセンター室 会計 物品、物品修繕及び役務等請求票兼物品取得、修繕及び役務等伺

書関係
物品、物品修繕及び役務等請求票兼
物品取得、修繕及び役務等伺書関係（平成22年度） 総務部学生サポートセンター室長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 学生ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ室 総務部学生サポートセンター室長 総務部学生サポートセンター室 廃棄

2011 総務部学生サポートセンター室 会計 物品、物品修繕及び役務等請求票兼物品取得、修繕及び役務等伺
書関係

物品、物品修繕及び役務等請求票兼
物品取得、修繕及び役務等伺書関係（平成23年度） 総務部学生サポートセンター室長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 学生ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ室 総務部学生サポートセンター室長 総務部学生サポートセンター室 廃棄

2012 総務部学生サポートセンター室 会計 購入依頼書関係 購入依頼書関係（平成24年度） 総務部学生サポートセンター室長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 学生ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ室 総務部学生サポートセンター室長 総務部学生サポートセンター室 廃棄
2013 総務部学生サポートセンター室 会計 購入依頼書関係 購入依頼書関係（平成25年度） 総務部学生サポートセンター室長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 学生ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ室 総務部学生サポートセンター室長 総務部学生サポートセンター室 廃棄
2014 総務部学生サポートセンター室 会計 購入依頼書関係 購入依頼書関係（平成26年度） 総務部学生サポートセンター室長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 学生ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ室 総務部学生サポートセンター室長 総務部学生サポートセンター室 廃棄
2015 総務部学生サポートセンター室 会計 購入依頼書関係 購入依頼書関係（平成27年度） 総務部学生サポートセンター室長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 学生ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ室 総務部学生サポートセンター室長 総務部学生サポートセンター室 廃棄
2016 総務部学生サポートセンター室 会計 購入依頼書関係 購入依頼書関係（平成28年度） 総務部学生サポートセンター室長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 学生ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ室 総務部学生サポートセンター室長 総務部学生サポートセンター室 廃棄
2017 総務部学生サポートセンター室 会計 購入依頼書関係 購入依頼書関係（平成29年度） 総務部学生サポートセンター室長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 学生ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ室 総務部学生サポートセンター室長 総務部学生サポートセンター室 廃棄
2018 総務部学生サポートセンター室 会計 購入依頼書関係 購入依頼書関係（平成30年度） 総務部学生サポートセンター室長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 学生ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ室 総務部学生サポートセンター室長 総務部学生サポートセンター室 廃棄
2019 総務部学生サポートセンター室 会計 購入依頼書関係 購入依頼書関係（令和元年度） 総務部学生サポートセンター室長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 学生ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ室 総務部学生サポートセンター室長 総務部学生サポートセンター室 廃棄
2010 総務部学生サポートセンター室 会計 購入依頼書関係 派遣会社支払控　上期・下期（平成22年度） 総務部学生サポートセンター室長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 学生ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ室 総務部学生サポートセンター室長 総務部学生サポートセンター室 廃棄
2011 総務部学生サポートセンター室 会計 購入依頼書関係 派遣会社支払控　上期・下期（平成23年度） 総務部学生サポートセンター室長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 学生ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ室 総務部学生サポートセンター室長 総務部学生サポートセンター室 廃棄
2012 総務部学生サポートセンター室 会計 購入依頼書関係 派遣会社支払控　上期・下期（平成24年度） 総務部学生サポートセンター室長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 学生ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ室 総務部学生サポートセンター室長 総務部学生サポートセンター室 廃棄
2013 総務部学生サポートセンター室 会計 購入依頼書関係 派遣会社支払控　上期・下期（平成25年度） 総務部学生サポートセンター室長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 学生ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ室 総務部学生サポートセンター室長 総務部学生サポートセンター室 廃棄
2014 総務部学生サポートセンター室 会計 購入依頼書関係 派遣会社支払控　上期・下期（平成26年度） 総務部学生サポートセンター室長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 学生ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ室 総務部学生サポートセンター室長 総務部学生サポートセンター室 廃棄
2015 総務部学生サポートセンター室 会計 購入依頼書関係 派遣会社支払控　上期・下期（平成27年度） 総務部学生サポートセンター室長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 学生ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ室 総務部学生サポートセンター室長 総務部学生サポートセンター室 廃棄
2016 総務部学生サポートセンター室 会計 購入依頼書関係 派遣会社支払控　上期・下期（平成28年度） 総務部学生サポートセンター室長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 学生ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ室 総務部学生サポートセンター室長 総務部学生サポートセンター室 廃棄
2017 総務部学生サポートセンター室 会計 購入依頼書関係 派遣会社支払控　上期・下期（平成29年度） 総務部学生サポートセンター室長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 学生ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ室 総務部学生サポートセンター室長 総務部学生サポートセンター室 廃棄
2018 総務部学生サポートセンター室 会計 購入依頼書関係 派遣会社支払控　上期・下期（平成30年度） 総務部学生サポートセンター室長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 学生ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ室 総務部学生サポートセンター室長 総務部学生サポートセンター室 廃棄
2019 総務部学生サポートセンター室 会計 購入依頼書関係 派遣会社支払控　上期・下期（平成31年度） 総務部学生サポートセンター室長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 学生ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ室 総務部学生サポートセンター室長 総務部学生サポートセンター室 廃棄
2005 財務部財務課 会計 財務諸表等関係 財務諸表等関係（平成16年度） 財務部財務課長 2006/4/1 無期限 紙 財務課 財務部財務課長 決算・審査係 廃棄
2006 財務部財務課 会計 財務諸表等関係 財務諸表等関係（平成17年度） 財務部財務課長 2007/4/1 無期限 紙 財務課 財務部財務課長 決算・審査係 廃棄
2007 財務部財務課 会計 財務諸表等関係 財務諸表等関係（平成18年度） 財務部財務課長 2008/4/1 無期限 紙 財務課 財務部財務課長 決算・審査係 廃棄
2008 財務部財務課 会計 財務諸表等関係 財務諸表等関係（平成19年度） 財務部財務課長 2009/4/1 無期限 紙 財務課 財務部財務課長 決算・審査係 廃棄
2009 財務部財務課 会計 財務諸表等関係 財務諸表等関係（平成20年度） 財務部財務課長 2010/4/1 無期限 紙 財務課 財務部財務課長 決算・審査係 廃棄
2010 財務部財務課 会計 財務諸表等関係 財務諸表等関係（平成21年度） 財務部財務課長 2011/4/1 無期限 紙 財務課 財務部財務課長 決算・審査係 廃棄
2011 財務部財務課 会計 財務諸表等関係 財務諸表等関係（平成22年度） 財務部財務課長 2012/4/1 無期限 紙 財務課 財務部財務課長 決算・審査係 廃棄
2012 財務部財務課 会計 財務諸表等関係 財務諸表等関係（平成23年度） 財務部財務課長 2013/4/1 無期限 紙 財務課 財務部財務課長 決算・審査係 廃棄
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措置結果
2013 財務部財務課 会計 財務諸表等関係 財務諸表等関係（平成24年度） 財務部財務課長 2014/4/1 無期限 紙 財務課 財務部財務課長 決算・審査係 廃棄
2014 財務部財務課 会計 財務諸表等関係 財務諸表等関係（平成25年度） 財務部財務課長 2015/4/1 無期限 紙 財務課 財務部財務課長 決算・審査係 廃棄
2015 財務部財務課 会計 財務諸表等関係 財務諸表等関係（平成26年度） 財務部財務課長 2016/4/1 無期限 紙 財務課 財務部財務課長 決算・審査係 廃棄
2016 財務部財務課 会計 財務諸表等関係 財務諸表等関係（平成27年度） 財務部財務課長 2017/4/1 無期限 紙 財務課 財務部財務課長 決算・審査係 廃棄
2017 財務部財務課 会計 財務諸表等関係 財務諸表等関係（平成28年度） 財務部財務課長 2018/4/1 無期限 紙 財務課 財務部財務課長 決算・審査係 廃棄
2018 財務部財務課 会計 財務諸表等関係 財務諸表等関係（平成29年度） 財務部財務課長 2019/4/1 無期限 紙 財務課 財務部財務課長 決算・審査係 廃棄
2019 財務部財務課 会計 財務諸表等関係 財務諸表等関係（平成30年度） 財務部財務課長 2020/4/1 無期限 紙 財務課 財務部財務課長 決算・審査係 廃棄
2015 財務部財務課 会計 予算参照書 平成27会計年度予算参照書 財務部財務課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 財務課 財務部財務課長 予算係 廃棄
2016 財務部財務課 会計 予算参照書 平成28会計年度予算参照書 財務部財務課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 財務課 財務部財務課長 予算係 廃棄
2017 財務部財務課 会計 予算参照書 平成29会計年度予算参照書 財務部財務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 財務課 財務部財務課長 予算係 廃棄
2018 財務部財務課 会計 予算参照書 平成30会計年度予算参照書 財務部財務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 財務課 財務部財務課長 予算係 廃棄
2019 財務部財務課 会計 予算参照書 平成31会計年度予算参照書 財務部財務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 財務課 財務部財務課長 予算係 廃棄
2015 財務部財務課 会計 概算要求関係 平成28年度概算要求積算資料 財務部財務課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 財務課 財務部財務課長 予算係 廃棄
2016 財務部財務課 会計 概算要求関係 平成29年度概算要求積算資料 財務部財務課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 財務課 財務部財務課長 予算係 廃棄
2017 財務部財務課 会計 概算要求関係 平成30年度概算要求積算資料 財務部財務課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 財務課 財務部財務課長 予算係 廃棄
2018 財務部財務課 会計 概算要求関係 平成31年度概算要求積算資料 財務部財務課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 財務課 財務部財務課長 予算係 廃棄
2019 財務部財務課 会計 概算要求関係 令和2年度概算要求積算資料 財務部財務課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 財務課 財務部財務課長 予算係 廃棄
2019 財務部財務課 会計 予算執行計画 予算執行計画（平成31年度） 財務部財務課長 2020/4/1 1年 2021/3/31 紙 財務課 財務部財務課長 予算係 廃棄
2017 財務部財務課 会計 資金運用関係 資金運用関係（平成29年度） 財務部財務課長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 財務課 財務部財務課長 総務係 廃棄
2018 財務部財務課 会計 資金運用関係 資金運用関係（平成30年度） 財務部財務課長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 財務課 財務部財務課長 総務係 廃棄
2019 財務部財務課 会計 資金運用関係 資金運用関係（平成31年度） 財務部財務課長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 財務課 財務部財務課長 総務係 廃棄
2017 財務部財務課 会計 会計研修関係 会計研修関係（平成29年度） 財務部財務課長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 財務課 財務部財務課長 総務係 廃棄
2018 財務部財務課 会計 会計研修関係 会計研修関係（平成30年度） 財務部財務課長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 財務課 財務部財務課長 総務係 廃棄
2019 財務部財務課 会計 会計研修関係 会計研修関係（平成31年度） 財務部財務課長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 財務課 財務部財務課長 総務係 廃棄
2017 財務部財務課 会計 会計事務要領 会計事務要領（平成29年度） 財務部財務課長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 財務課 財務部財務課長 総務係 廃棄
2018 財務部財務課 会計 会計事務要領 会計事務要領（平成30年度） 財務部財務課長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 財務課 財務部財務課長 総務係 廃棄
2019 財務部財務課 会計 会計事務要領 会計事務要領（平成31年度） 財務部財務課長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 財務課 財務部財務課長 総務係 廃棄
2015 財務部財務課 会計 監査報告書 監査報告書（平成26年度） 財務部財務課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 財務課 財務部財務課長 決算・審査係 廃棄
2016 財務部財務課 会計 監査報告書 監査報告書（平成27年度） 財務部財務課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 財務課 財務部財務課長 決算・審査係 廃棄
2017 財務部財務課 会計 監査報告書 監査報告書（平成28年度） 財務部財務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 財務課 財務部財務課長 決算・審査係 廃棄
2018 財務部財務課 会計 監査報告書 監査報告書（平成29年度） 財務部財務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 財務課 財務部財務課長 決算・審査係 廃棄
2019 財務部財務課 会計 監査報告書 監査報告書（平成30年度） 財務部財務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 財務課 財務部財務課長 決算・審査係 廃棄
2010 財務部財務課 会計 契約実施手続関係 税務契約関係（平成22年度） 財務部財務課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 財務課 財務部財務課長 総務係 廃棄
2011 財務部財務課 会計 契約実施手続関係 税務契約関係（平成23年度） 財務部財務課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 財務課 財務部財務課長 総務係 廃棄
2012 財務部財務課 会計 契約実施手続関係 税務契約関係（平成24年度） 財務部財務課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 財務課 財務部財務課長 総務係 廃棄
2013 財務部財務課 会計 契約実施手続関係 税務契約関係（平成25年度） 財務部財務課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 財務課 財務部財務課長 総務係 廃棄
2014 財務部財務課 会計 契約実施手続関係 税務契約関係（平成26年度） 財務部財務課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 財務課 財務部財務課長 総務係 廃棄
2015 財務部財務課 会計 契約実施手続関係 税務契約関係（平成27年度） 財務部財務課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 財務課 財務部財務課長 総務係 廃棄
2016 財務部財務課 会計 契約実施手続関係 税務契約関係（平成28年度） 財務部財務課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 財務課 財務部財務課長 総務係 廃棄
2017 財務部財務課 会計 契約実施手続関係 税務契約関係（平成29年度） 財務部財務課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 財務課 財務部財務課長 総務係 廃棄
2018 財務部財務課 会計 契約実施手続関係 税務契約関係（平成30年度） 財務部財務課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 財務課 財務部財務課長 総務係 廃棄
2019 財務部財務課 会計 契約実施手続関係 税務契約関係（平成31年度） 財務部財務課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 財務課 財務部財務課長 総務係 廃棄
2010 財務部財務課 会計 税務申告関係 税務関係（平成22年度） 財務部財務課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 財務課 財務部財務課長 総務係 廃棄
2011 財務部財務課 会計 税務申告関係 税務関係（平成23年度） 財務部財務課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 財務課 財務部財務課長 総務係 廃棄
2012 財務部財務課 会計 税務申告関係 税務関係（平成24年度） 財務部財務課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 財務課 財務部財務課長 総務係 廃棄
2013 財務部財務課 会計 税務申告関係 税務関係（平成25年度） 財務部財務課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 財務課 財務部財務課長 総務係 廃棄
2014 財務部財務課 会計 税務申告関係 税務関係（平成26年度） 財務部財務課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 財務課 財務部財務課長 総務係 廃棄
2015 財務部財務課 会計 税務申告関係 税務関係（平成27年度） 財務部財務課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 財務課 財務部財務課長 総務係 廃棄
2016 財務部財務課 会計 税務申告関係 税務関係（平成28年度） 財務部財務課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 財務課 財務部財務課長 総務係 廃棄
2017 財務部財務課 会計 税務申告関係 税務関係（平成29年度） 財務部財務課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 財務課 財務部財務課長 総務係 廃棄
2018 財務部財務課 会計 税務申告関係 税務関係（平成30年度） 財務部財務課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 財務課 財務部財務課長 総務係 廃棄
2019 財務部財務課 会計 税務申告関係 税務関係（平成31年度） 財務部財務課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 財務課 財務部財務課長 総務係 廃棄
2000 財務部財務課 会計 総勘定元帳 総勘定元帳（平成12年度） 会計課長 2001/4/1 20年 2021/3/31 紙 財務課 財務部財務課長 決算・審査係 廃棄
2001 財務部財務課 会計 総勘定元帳 総勘定元帳（平成13年度） 司計係長 2002/4/1 20年 2022/3/31 紙 財務課 財務部財務課長 決算・審査係 廃棄
2002 財務部財務課 会計 総勘定元帳 総勘定元帳（平成14年度） 司計係長 2003/4/1 20年 2023/3/31 紙 財務課 財務部財務課長 決算・審査係 廃棄
2003 財務部財務課 会計 総勘定元帳 総勘定元帳（平成15年度） 司計係長 2004/4/1 20年 2024/3/31 紙 財務課 財務部財務課長 決算・審査係 廃棄
2004 財務部財務課 会計 総勘定元帳 総勘定元帳（平成16年度） 財務部財務課長 2005/4/1 20年 2025/3/31 紙 財務課 財務部財務課長 決算・審査係 廃棄
2005 財務部財務課 会計 総勘定元帳 総勘定元帳（平成17年度） 財務部財務課長 2006/4/1 20年 2026/3/31 紙 財務課 財務部財務課長 決算・審査係 廃棄
2006 財務部財務課 会計 総勘定元帳 総勘定元帳（平成18年度） 財務部財務課長 2007/4/1 20年 2027/3/31 紙 財務課 財務部財務課長 決算・審査係 廃棄
2007 財務部財務課 会計 総勘定元帳 総勘定元帳（平成19年度） 財務部財務課長 2008/4/1 20年 2028/3/31 紙 財務課 財務部財務課長 決算・審査係 廃棄
2008 財務部財務課 会計 総勘定元帳 総勘定元帳（平成20年度） 財務部財務課長 2009/4/1 20年 2029/3/31 紙 財務課 財務部財務課長 決算・審査係 廃棄
2009 財務部財務課 会計 総勘定元帳 総勘定元帳（平成21年度） 財務部財務課長 2010/4/1 20年 2030/3/31 紙 財務課 財務部財務課長 決算・審査係 廃棄
2010 財務部財務課 会計 総勘定元帳 総勘定元帳（平成22年度） 財務部財務課長 2011/4/1 20年 2031/3/31 紙 財務課 財務部財務課長 決算・審査係 廃棄
2011 財務部財務課 会計 総勘定元帳 総勘定元帳（平成23年度） 財務部財務課長 2012/4/1 20年 2032/3/31 その他の電子情報（人給、財会システム等） 財務課 財務部財務課長 決算・審査係 廃棄
2012 財務部財務課 会計 総勘定元帳 総勘定元帳（平成24年度） 財務部財務課長 2013/4/1 20年 2033/3/31 その他の電子情報（人給、財会システム等） その他（人給、財会システム等） 財務部財務課長 決算・審査係 廃棄
2013 財務部財務課 会計 総勘定元帳 総勘定元帳（平成25年度） 財務部財務課長 2014/4/1 20年 2034/3/31 その他の電子情報（人給、財会システム等） その他（人給、財会システム等） 財務部財務課長 決算・審査係 廃棄
2014 財務部財務課 会計 総勘定元帳 総勘定元帳（平成26年度） 財務部財務課長 2015/4/1 20年 2035/3/31 その他の電子情報（人給、財会システム等） その他（人給、財会システム等） 財務部財務課長 決算・審査係 廃棄
2015 財務部財務課 会計 総勘定元帳 総勘定元帳（平成27年度） 財務部財務課長 2016/4/1 30年 2046/3/31 その他の電子情報（人給、財会システム等） その他（人給、財会システム等） 財務部財務課長 決算・審査係 廃棄
2016 財務部財務課 会計 総勘定元帳 総勘定元帳（平成28年度） 財務部財務課長 2017/4/1 30年 2047/3/31 その他の電子情報（人給、財会システム等） その他（人給、財会システム等） 財務部財務課長 決算・審査係 廃棄
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2017 財務部財務課 会計 総勘定元帳 総勘定元帳（平成29年度） 財務部財務課長 2018/4/1 30年 2048/3/31 その他の電子情報（人給、財会システム等） その他（人給、財会システム等） 財務部財務課長 決算・審査係 廃棄
2018 財務部財務課 会計 総勘定元帳 総勘定元帳（平成30年度） 財務部財務課長 2019/4/1 30年 2049/3/31 その他の電子情報（人給、財会システム等） その他（人給、財会システム等） 財務部財務課長 決算・審査係 廃棄
2019 財務部財務課 会計 総勘定元帳 総勘定元帳（平成31年度） 財務部財務課長 2020/4/1 30年 2050/3/31 その他の電子情報（人給、財会システム等） その他（人給、財会システム等） 財務部財務課長 決算・審査係 廃棄
2017 財務部財務課 会計 合計残高試算表 合計残高試算表（平成29年度） 財務部財務課長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 財務課 財務部財務課長 決算・審査係 廃棄
2018 財務部財務課 会計 合計残高試算表 合計残高試算表（平成30年度） 財務部財務課長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 財務課 財務部財務課長 決算・審査係 廃棄
2019 財務部財務課 会計 合計残高試算表 合計残高試算表（平成31年度） 財務部財務課長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 財務課 財務部財務課長 決算・審査係 廃棄
2015 財務部財務課 会計 補助金関係 平成27年度放送大学学園運営費補助金 財務部財務課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 財務課 財務部財務課長 予算係 廃棄
2016 財務部財務課 会計 補助金関係 平成28年度放送大学学園運営費補助金 財務部財務課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 財務課 財務部財務課長 予算係 廃棄
2017 財務部財務課 会計 補助金関係 平成29年度放送大学学園運営費補助金 財務部財務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 財務課 財務部財務課長 予算係 廃棄
2018 財務部財務課 会計 補助金関係 平成30年度放送大学学園運営費補助金 財務部財務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 財務課 財務部財務課長 予算係 廃棄
2019 財務部財務課 会計 補助金関係 平成31年度放送大学学園運営費補助金 財務部財務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 財務課 財務部財務課長 予算係 廃棄
2016 財務部財務課 会計 補助金関係 平成28年度放送大学学園施設整備費補助金 財務部財務課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 財務課 財務部財務課長 予算係 廃棄
2017 財務部財務課 会計 補助金関係 平成29年度放送大学学園施設整備費補助金 財務部財務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 財務課 財務部財務課長 予算係 廃棄
2018 財務部財務課 会計 補助金関係 平成30年度放送大学学園施設整備費補助金 財務部財務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 財務課 財務部財務課長 予算係 廃棄
2019 財務部財務課 会計 補助金関係 平成31年度放送大学学園施設整備費補助金 財務部財務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 財務課 財務部財務課長 予算係 廃棄
1990 財務部財務課 規程 規程関係 規程関係（平成２年度） 会計課長 1991/4/1 30年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部財務課長 総務係 廃棄
1991 財務部財務課 規程 規程関係 規程関係（平成３年度） 会計課長 1992/4/1 30年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部財務課長 総務係 廃棄
1992 財務部財務課 規程 規程関係 規程関係（平成４年度） 会計課長 1993/4/1 30年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部財務課長 総務係 廃棄
1993 財務部財務課 規程 規程関係 規程関係（平成５年度） 会計課長 1994/4/1 30年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部財務課長 総務係 廃棄
1994 財務部財務課 規程 規程関係 規程関係（平成６年度） 会計課長 1995/4/1 30年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部財務課長 総務係 廃棄
1995 財務部財務課 規程 規程関係 規程関係（平成７年度） 会計課長 1996/4/1 30年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部財務課長 総務係 廃棄
1996 財務部財務課 規程 規程関係 規程関係（平成８年度） 会計課長 1997/4/1 30年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部財務課長 総務係 廃棄
1997 財務部財務課 規程 規程関係 規程関係（平成９年度） 会計課長 1998/4/1 30年 2028/3/31 紙 資料管理棟 財務部財務課長 総務係 廃棄
1998 財務部財務課 規程 規程関係 規程関係（平成１０年度） 会計課長 1999/4/1 30年 2029/3/31 紙 資料管理棟 財務部財務課長 総務係 廃棄
1999 財務部財務課 規程 規程関係 規程関係（平成１１年度） 会計課長 2000/4/1 30年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部財務課長 総務係 廃棄
2000 財務部財務課 規程 規程関係 規程関係（平成１２年度） 主計課長 2001/4/1 30年 2031/3/31 紙 資料管理棟 財務部財務課長 総務係 廃棄
2001 財務部財務課 規程 規程関係 規程関係（平成１３年度） 主計課長 2002/4/1 30年 2032/3/31 紙 資料管理棟 財務部財務課長 総務係 廃棄
2002 財務部財務課 規程 規程関係 規程関係（平成１４年度） 主計課長 2003/4/1 30年 2033/3/31 紙 資料管理棟 財務部財務課長 総務係 廃棄
2003 財務部財務課 規程 規程関係 規程関係（平成１５年度） 財務課長 2004/4/1 30年 2034/3/31 紙 資料管理棟 財務部財務課長 総務係 廃棄
2004 財務部財務課 規程 規程関係 規程関係（平成１６年度） 財務課長 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 資料管理棟 財務部財務課長 総務係 廃棄
2005 財務部財務課 規程 規程関係 規程関係（平成１７年度） 財務課長 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 資料管理棟 財務部財務課長 総務係 廃棄
2006 財務部財務課 規程 規程関係 規程関係（平成１８年度） 財務課長 2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 財務課 財務部財務課長 総務係 廃棄
2007 財務部財務課 規程 規程関係 規程関係（平成１９年度） 財務課長 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 財務課 財務部財務課長 総務係 廃棄
2008 財務部財務課 規程 規程関係 規程関係（平成２０年度） 財務課長 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 財務課 財務部財務課長 総務係 廃棄
2009 財務部財務課 規程 規程関係 規程関係（平成２１年度） 財務課長 2010/4/1 30年 2040/3/31 紙 財務課 財務部財務課長 総務係 廃棄
2010 財務部財務課 規程 規程関係 規程関係（平成22年度） 財務課長 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙 財務課 財務部財務課長 総務係 廃棄
2011 財務部財務課 規程 規程関係 規程関係（平成23年度） 財務課長 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 財務課 財務部財務課長 総務係 廃棄
2012 財務部財務課 規程 規程関係 規程関係（平成24年度） 財務課長 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 財務課 財務部財務課長 総務係 廃棄
2013 財務部財務課 規程 規程関係 規程関係（平成25年度） 財務課長 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 財務課 財務部財務課長 総務係 廃棄
2014 財務部財務課 規程 規程関係 規程関係（平成26年度） 財務部財務課長 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 財務課 財務部財務課長 総務係 廃棄
2015 財務部財務課 規程 規程関係 規程関係（平成27年度） 財務部財務課長 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 財務課 財務部財務課長 総務係 廃棄
2016 財務部財務課 規程 規程関係 規程関係（平成28年度） 財務部財務課長 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 財務課 財務部財務課長 総務係 廃棄
2017 財務部財務課 規程 規程関係 規程関係（平成29年度） 財務部財務課長 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 財務課 財務部財務課長 総務係 廃棄
2018 財務部財務課 規程 規程関係 規程関係（平成30年度） 財務部財務課長 2019/4/1 30年 2049/3/31 紙 財務課 財務部財務課長 総務係 廃棄
2019 財務部財務課 規程 規程関係 規程関係（平成31年度） 財務部財務課長 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 財務課 財務部財務課長 総務係 廃棄
2017 財務部財務課 職員 出勤簿 平成29年出勤簿 財務部財務課長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 財務課 財務部財務課長 総務係 廃棄
2018 財務部財務課 職員 出勤簿 平成30年出勤簿 財務部財務課長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 財務課 財務部財務課長 総務係 廃棄
2019 財務部財務課 職員 出勤簿 平成31年出勤簿 財務部財務課長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 財務課 財務部財務課長 総務係 廃棄
2017 財務部財務課 職員 休暇簿・週休日の振替 平成29年休暇簿・週休日の振替 財務部財務課長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 財務課 財務部財務課長 総務係 廃棄
2018 財務部財務課 職員 休暇簿・週休日の振替 平成30年休暇簿・週休日の振替 財務部財務課長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 財務課 財務部財務課長 総務係 廃棄
2019 財務部財務課 職員 休暇簿・週休日の振替 平成31年休暇簿・週休日の振替 財務部財務課長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 財務課 財務部財務課長 総務係 廃棄
2017 財務部財務課 職員 勤務時間報告書 平成29年度勤務時間報告書 財務部財務課長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 財務課 財務部財務課長 総務係 廃棄
2018 財務部財務課 職員 勤務時間報告書 平成30年度勤務時間報告書 財務部財務課長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 財務課 財務部財務課長 総務係 廃棄
2019 財務部財務課 職員 勤務時間報告書 平成31年度勤務時間報告書 財務部財務課長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 財務課 財務部財務課長 総務係 廃棄
2010 財務部財務課 庶務 旅行命令（依頼）伺等 平成22年度旅行命令伺・旅費請求簿 財務部財務課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 財務課 財務部財務課長 総務係 廃棄
2011 財務部財務課 庶務 旅行命令（依頼）伺等 平成23年度旅行命令伺・旅費請求簿 財務部財務課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 財務課 財務部財務課長 総務係 廃棄
2012 財務部財務課 庶務 旅行命令（依頼）伺等 平成24年度旅行命令伺・旅費請求簿 財務部財務課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 財務課 財務部財務課長 総務係 廃棄
2013 財務部財務課 庶務 旅行命令（依頼）伺等 平成25年度旅行命令伺・旅費請求簿 財務部財務課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 財務課 財務部財務課長 総務係 廃棄
2014 財務部財務課 庶務 旅行命令（依頼）伺等 平成26年度旅行命令伺・旅費請求簿 財務部財務課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 財務課 財務部財務課長 総務係 廃棄
2015 財務部財務課 庶務 旅行命令（依頼）伺等 平成27年度旅行命令伺・旅費請求簿 財務部財務課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 財務課 財務部財務課長 総務係 廃棄
2016 財務部財務課 庶務 旅行命令（依頼）伺等 平成28年度旅行命令伺・旅費請求簿 財務部財務課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 財務課 財務部財務課長 総務係 廃棄
2017 財務部財務課 庶務 旅行命令（依頼）伺等 平成29年度旅行命令伺・旅費請求簿 財務部財務課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 財務課 財務部財務課長 総務係 廃棄
2018 財務部財務課 庶務 旅行命令（依頼）伺等 平成30年度旅行命令伺・旅費請求簿 財務部財務課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 財務課 財務部財務課長 総務係 廃棄
2019 財務部財務課 庶務 旅行命令（依頼）伺等 平成31年度旅行命令伺・旅費請求簿 財務部財務課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 財務課 財務部財務課長 総務係 廃棄
2010 財務部財務課 庶務 外勤交通費 平成22年度外勤交通費請求簿 財務部財務課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 財務課 財務部財務課長 総務係 廃棄
2011 財務部財務課 庶務 外勤交通費 平成23年度外勤交通費請求簿 財務部財務課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 財務課 財務部財務課長 総務係 廃棄
2012 財務部財務課 庶務 外勤交通費 平成24年度外勤交通費請求簿 財務部財務課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 財務課 財務部財務課長 総務係 廃棄
2013 財務部財務課 庶務 外勤交通費 平成25年度外勤交通費請求簿 財務部財務課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 財務課 財務部財務課長 総務係 廃棄
2014 財務部財務課 庶務 外勤交通費 平成26年度外勤交通費請求簿 財務部財務課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 財務課 財務部財務課長 総務係 廃棄
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2015 財務部財務課 庶務 外勤交通費 平成27年度外勤交通費請求簿 財務部財務課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 財務課 財務部財務課長 総務係 廃棄
2016 財務部財務課 庶務 外勤交通費 平成28年度外勤交通費請求簿 財務部財務課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 財務課 財務部財務課長 総務係 廃棄
2017 財務部財務課 庶務 外勤交通費 平成29年度外勤交通費請求簿 財務部財務課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 財務課 財務部財務課長 総務係 廃棄
2018 財務部財務課 庶務 外勤交通費 平成30年度外勤交通費請求簿 財務部財務課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 財務課 財務部財務課長 総務係 廃棄
2019 財務部財務課 庶務 外勤交通費 平成31年度外勤交通費請求簿 財務部財務課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 財務課 財務部財務課長 総務係 廃棄
2017 財務部経理課 職員 休暇簿等 （平成29年）休暇簿・休日・週休日振替及び勤務時間の割振り変更簿 経理課長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 職員 休暇簿等 （平成30年）休暇簿・休日・週休日振替及び勤務時間の割振り変更簿 経理課長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 職員 休暇簿等 （平成31年）休暇簿・休日・週休日振替及び勤務時間の割振り変更簿 経理課長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 職員 出勤簿 （平成29年）出勤簿 経理課長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 職員 出勤簿 （平成30年）出勤簿 経理課長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 職員 出勤簿 （平成31年）出勤簿 経理課長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 職員 時間外勤務集計簿 （平成29年度）時間外勤務集計簿 経理課長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 職員 時間外勤務集計簿 （平成30年度）時間外勤務集計簿 経理課長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 職員 時間外勤務集計簿 （平成31年度）時間外勤務集計簿 経理課長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成22年度）個人住民税領収書 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成23年度）個人住民税領収書 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成24年度）個人住民税領収書 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）個人住民税領収書 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）個人住民税領収書 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）個人住民税領収書 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）個人住民税領収書 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成29年度）個人住民税領収書 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）個人住民税領収書 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）個人住民税領収書 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成23年度）修正 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成24年度）修正 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）修正 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）修正 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）修正 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）修正 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成29年度）修正 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）修正 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）修正 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成23年度）外国送金 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成24年度）外国送金 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）外国送金 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）外国送金 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）外国送金 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）外国送金 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成29年度）外国送金 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）外国送金 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）外国送金 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成22年度）引落 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成22年度）引落 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成22年度）引落 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成22年度）引落 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成22年度）引落 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成22年度）引落 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成22年度）引落 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成22年度）引落 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成22年度）引落 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成22年度）引落 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成22年度）引落11 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成23年度）引落 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成23年度）引落 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成23年度）引落 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成23年度）引落 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成23年度）引落 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成23年度）引落 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成23年度）引落 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成23年度）引落 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成23年度）引落 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成23年度）引落 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成23年度）引落 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成23年度）引落 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成23年度）引落 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成23年度）引落14 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成24年度）口座振替・窓口納付1 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成24年度）口座振替・窓口納付2 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
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備考作成・取得年度等

文書分類
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保存期間満了時の

措置結果
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成24年度）口座振替・窓口納付3 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成24年度）口座振替・窓口納付4 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成24年度）口座振替・窓口納付5 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成24年度）口座振替・窓口納付6 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成24年度）口座振替・窓口納付7 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成24年度）口座振替・窓口納付8 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成24年度）口座振替・窓口納付9 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成24年度）口座振替・窓口納付10 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成24年度）口座振替・窓口納付11 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成24年度）口座振替・窓口納付12 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成24年度）口座振替・窓口納付13 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成24年度）口座振替・窓口納付14 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成24年度）口座振替・窓口納付15 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成24年度）口座振替・窓口納付16 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成24年度）口座振替・窓口納付17 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成24年度）口座振替・窓口納付18 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成24年度）口座振替・窓口納付19 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成24年度）口座振替・窓口納付20 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成24年度）口座振替・窓口納付21 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成24年度）口座振替・窓口納付22 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）口座振替・窓口納付1 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）口座振替・窓口納付2 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）口座振替・窓口納付3 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）口座振替・窓口納付4 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）口座振替・窓口納付5 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）口座振替・窓口納付6 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）口座振替・窓口納付7 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）口座振替・窓口納付8 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）口座振替・窓口納付9 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）口座振替・窓口納付10 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）口座振替・窓口納付11 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）口座振替・窓口納付12 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）口座振替・窓口納付13 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）口座振替・窓口納付14 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）口座振替・窓口納付15 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）口座振替・窓口納付16 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）口座振替・窓口納付17 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）口座振替・窓口納付18 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）口座振替・窓口納付19 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）口座振替・窓口納付20 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）口座振替・窓口納付21 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）口座振替・窓口納付22 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）口座振替・窓口納付23 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）口座振替・窓口納付24 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）口座振替・窓口納付25 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）口座振替・窓口納付26 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）口座振替・窓口納付27 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）口座振替・窓口納付1 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）口座振替・窓口納付2 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）口座振替・窓口納付3 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）口座振替・窓口納付4 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）口座振替・窓口納付5 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）口座振替・窓口納付6 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）口座振替・窓口納付7 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）口座振替・窓口納付8 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）口座振替・窓口納付9 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）口座振替・窓口納付10 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）口座振替・窓口納付11 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）口座振替・窓口納付12 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）口座振替・窓口納付13 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）口座振替・窓口納付14 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）口座振替・窓口納付15 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）口座振替・窓口納付16 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）口座振替・窓口納付17 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）口座振替・窓口納付18 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）口座振替・窓口納付19 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）口座振替・窓口納付20 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）口座振替・窓口納付21 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）口座振替・窓口納付22 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
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2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）口座振替・窓口納付23 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）口座振替・窓口納付24 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）口座振替・窓口納付25 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）口座振替・窓口納付26 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）口座振替・窓口納付27 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）口座振替・窓口納付28 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）口座振替・窓口納付29 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）自動引落・窓口納付1 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）自動引落・窓口納付2 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）自動引落・窓口納付3 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）自動引落・窓口納付4 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）自動引落・窓口納付5 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）自動引落・窓口納付6 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）自動引落・窓口納付7 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）自動引落・窓口納付8 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）自動引落・窓口納付9 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）自動引落・窓口納付10 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）自動引落・窓口納付11 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）自動引落・窓口納付12 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）自動引落・窓口納付13 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）自動引落・窓口納付14 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）自動引落・窓口納付15 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）自動引落・窓口納付16 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）自動引落・窓口納付17 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）自動引落・窓口納付18 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）自動引落・窓口納付19 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）自動引落・窓口納付20 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）自動引落・窓口納付21 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）自動引落・窓口納付22 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）自動引落・窓口納付23 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）自動引落・窓口納付24 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）自動引落・窓口納付25 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）自動引落・窓口納付26 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）自動引落・窓口納付27 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）自動引落・窓口納付1 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）自動引落・窓口納付2 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）自動引落・窓口納付3 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）自動引落・窓口納付4 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）自動引落・窓口納付5 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）自動引落・窓口納付6 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）自動引落・窓口納付7 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）自動引落・窓口納付8 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）自動引落・窓口納付9 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）自動引落・窓口納付10 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）自動引落・窓口納付11 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）自動引落・窓口納付12 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）自動引落・窓口納付13 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）自動引落・窓口納付14 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）自動引落・窓口納付15 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）自動引落・窓口納付16 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）自動引落・窓口納付17 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）自動引落・窓口納付18 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）自動引落・窓口納付19 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）自動引落・窓口納付20 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）自動引落・窓口納付21 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）自動引落・窓口納付22 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）自動引落・窓口納付23 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）自動引落・窓口納付24 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）自動引落・窓口納付25 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）自動引落・窓口納付26 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）自動引落・窓口納付27 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）自動引落・窓口納付28 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）自動引落・窓口納付29 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成22年度）支払 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成22年度）支払 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成22年度）支払 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成22年度）支払 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成22年度）支払 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成22年度）支払 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄



32/374

大分類 中分類
備考作成・取得年度等

文書分類
小分類 法人文書ファイル名 作成・取得者 起算日 保存期間

保存期間満了
時期

媒体の種別 保存場所 管理者 管理担当係等
保存期間満了時の

措置結果
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成22年度）支払 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成22年度）支払 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成22年度）支払 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成22年度）支払 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成22年度）支払 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成22年度）支払 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成22年度）支払 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成22年度）支払 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成22年度）支払 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成22年度）支払 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成22年度）支払 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成22年度）支払 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成22年度）支払 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成22年度）支払 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成22年度）支払 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成22年度）支払 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成22年度）支払 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成22年度）支払 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成22年度）支払 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成22年度）支払 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成22年度）支払 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成22年度）支払 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成22年度）支払 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成22年度）支払 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成22年度）支払 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成22年度）支払 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成22年度）支払 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成22年度）支払 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成22年度）支払 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成22年度）支払 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成22年度）支払 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成22年度）支払 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成22年度）支払 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成22年度）支払 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成22年度）支払 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成22年度）支払 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成22年度）支払 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成22年度）支払 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成22年度）支払 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成22年度）支払 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成22年度）支払 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成22年度）支払 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成22年度）支払 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成22年度）支払 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成22年度）支払 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成22年度）支払 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成22年度）支払 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成22年度）支払 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成22年度）支払 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成22年度）支払 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成22年度）支払 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成22年度）支払 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成22年度）支払 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成22年度）支払 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成22年度）支払 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成22年度）支払 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成22年度）支払 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成22年度）支払 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成22年度）支払 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成22年度）支払 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成22年度）支払 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成22年度）支払 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成22年度）支払 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成22年度）支払 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成22年度）支払 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成22年度）支払 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成22年度）支払 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成22年度）支払 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成22年度）支払 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
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2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成22年度）支払 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成22年度）支払 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成22年度）支払 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成22年度）支払 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成22年度）支払 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成22年度）支払 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成22年度）支払 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成22年度）支払 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成22年度）支払 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成22年度）支払 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成22年度）支払 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成22年度）支払 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成22年度）支払 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成22年度）支払 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成22年度）支払 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成22年度）支払 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成22年度）支払 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成22年度）支払 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成22年度）支払 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成22年度）支払 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成22年度）支払 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成22年度）支払 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成22年度）支払 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成22年度）支払 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成22年度）支払 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成22年度）支払 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成22年度）支払 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成22年度）支払 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成22年度）支払 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成22年度）支払 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成22年度）支払 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成22年度）支払 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成22年度）支払 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成22年度）支払 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成22年度）支払 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成22年度）支払 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成22年度）支払 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成22年度）支払 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成22年度）支払 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成22年度）支払 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成22年度）支払 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成22年度）支払 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成22年度）支払 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成22年度）支払 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成22年度）支払120 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成22年度）未払 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成22年度）未払 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成22年度）未払 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成22年度）未払 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成22年度）未払 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成22年度）未払 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成22年度）未払 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成22年度）未払 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成22年度）未払 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成22年度）未払 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成22年度）未払 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成22年度）未払 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成22年度）未払 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成22年度）未払 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成22年度）未払15 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成23年度）支払 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成23年度）支払 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成23年度）支払 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成23年度）支払 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成23年度）支払 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成23年度）支払 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成23年度）支払 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成23年度）支払 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成23年度）支払 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
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2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成23年度）支払 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成23年度）支払 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成23年度）支払 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成23年度）支払 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成23年度）支払 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成23年度）支払 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成23年度）支払 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成23年度）支払 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成23年度）支払 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成23年度）支払 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成23年度）支払 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成23年度）支払 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成23年度）支払 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成23年度）支払 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成23年度）支払 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成23年度）支払 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成23年度）支払 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成23年度）支払 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成23年度）支払 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成23年度）支払 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成23年度）支払 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成23年度）支払 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成23年度）支払 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成23年度）支払 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成23年度）支払 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成23年度）支払 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成23年度）支払 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成23年度）支払 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成23年度）支払 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成23年度）支払 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成23年度）支払 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成23年度）支払 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成23年度）支払 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成23年度）支払 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成23年度）支払 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成23年度）支払 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成23年度）支払 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成23年度）支払 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成23年度）支払 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成23年度）支払 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成23年度）支払 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成23年度）支払 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成23年度）支払 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成23年度）支払 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成23年度）支払 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成23年度）支払 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成23年度）支払 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成23年度）支払 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成23年度）支払 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成23年度）支払 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成23年度）支払 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成23年度）支払 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成23年度）支払 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成23年度）支払 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成23年度）支払 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成23年度）支払 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成23年度）支払 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成23年度）支払 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成23年度）支払 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成23年度）支払 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成23年度）支払 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成23年度）支払 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成23年度）支払 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成23年度）支払 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成23年度）支払 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成23年度）支払 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成23年度）支払 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成23年度）支払 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成23年度）支払 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
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2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成23年度）支払 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成23年度）支払 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成23年度）支払 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成23年度）支払 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成23年度）支払 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成23年度）支払 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成23年度）支払 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成23年度）支払 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成23年度）支払 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成23年度）支払 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成23年度）支払 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成23年度）支払 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成23年度）支払 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成23年度）支払 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成23年度）支払 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成23年度）支払 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成23年度）支払 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成23年度）支払 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成23年度）支払 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成23年度）支払 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成23年度）支払 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成23年度）支払 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成23年度）支払 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成23年度）支払 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成23年度）支払 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成23年度）支払 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成23年度）支払 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成23年度）支払 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成23年度）支払 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成23年度）支払 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成23年度）支払 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成23年度）支払 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成23年度）支払 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成23年度）支払 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成23年度）支払 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成23年度）支払 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成23年度）支払 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成23年度）支払 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成23年度）支払 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成23年度）支払 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成23年度）支払 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成23年度）支払 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成23年度）支払 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成23年度）支払 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成23年度）支払 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成23年度）支払 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成23年度）支払 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成23年度）支払 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成23年度）支払 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成23年度）支払 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成23年度）支払 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成23年度）支払 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成23年度）支払131 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成23年度）未払 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成23年度）未払 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成23年度）未払 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成23年度）未払 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成23年度）未払 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成23年度）未払 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成23年度）未払 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成23年度）未払 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成23年度）未払 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成23年度）未払 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成23年度）未払 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成23年度）未払 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成23年度）未払 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成23年度）未払14 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成24年度）支払1 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成24年度）支払2 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄



36/374

大分類 中分類
備考作成・取得年度等

文書分類
小分類 法人文書ファイル名 作成・取得者 起算日 保存期間

保存期間満了
時期

媒体の種別 保存場所 管理者 管理担当係等
保存期間満了時の

措置結果
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成24年度）支払3 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成24年度）支払4 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成24年度）支払5 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成24年度）支払6 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成24年度）支払7 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成24年度）支払8 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成24年度）支払9 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成24年度）支払10 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成24年度）支払11 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成24年度）支払12 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成24年度）支払13 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成24年度）支払14 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成24年度）支払15 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成24年度）支払16 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成24年度）支払17 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成24年度）支払18 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成24年度）支払19 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成24年度）支払20 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成24年度）支払21 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成24年度）支払22 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成24年度）支払23 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成24年度）支払24 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成24年度）支払25 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成24年度）支払26 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成24年度）支払27 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成24年度）支払28 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成24年度）支払29 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成24年度）支払30 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成24年度）支払31 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成24年度）支払32 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成24年度）支払33 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成24年度）支払34 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成24年度）支払35 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成24年度）支払36 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成24年度）支払37 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成24年度）支払38 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成24年度）支払39 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成24年度）支払40 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成24年度）支払41 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成24年度）支払42 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成24年度）支払43 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成24年度）支払44 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成24年度）支払45 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成24年度）支払46 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成24年度）支払47 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成24年度）支払48 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成24年度）支払49 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成24年度）支払50 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成24年度）支払51 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成24年度）支払52 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成24年度）支払53 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成24年度）支払54 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成24年度）支払55 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成24年度）支払56 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成24年度）支払57 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成24年度）支払58 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成24年度）支払59 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成24年度）支払60 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成24年度）支払61 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成24年度）支払62 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成24年度）支払63 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成24年度）支払64 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成24年度）支払65 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成24年度）支払66 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成24年度）支払67 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成24年度）支払68 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成24年度）支払69 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成24年度）支払70 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成24年度）支払71 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
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2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成24年度）支払72 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成24年度）支払73 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成24年度）支払74 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成24年度）支払75 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成24年度）支払76 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成24年度）支払77 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成24年度）支払78 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成24年度）支払79 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成24年度）支払80 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成24年度）支払81 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成24年度）支払82 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成24年度）支払83 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成24年度）支払84 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成24年度）支払85 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成24年度）支払86 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成24年度）支払87 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成24年度）支払88 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成24年度）支払89 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成24年度）支払90 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成24年度）支払91 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成24年度）支払92 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成24年度）支払93 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成24年度）支払94 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成24年度）支払95 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成24年度）支払96 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成24年度）支払97 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成24年度）支払98 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成24年度）支払99 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成24年度）支払100 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成24年度）支払101 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成24年度）支払102 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成24年度）支払103 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成24年度）支払104 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成24年度）支払105 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成24年度）支払106 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成24年度）支払107 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成24年度）支払108 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成24年度）支払109 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成24年度）支払110 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成24年度）支払111 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成24年度）支払112 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成24年度）支払113 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成24年度）支払114 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成24年度）支払115 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成24年度）支払116 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成24年度）支払117 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成24年度）支払118 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成24年度）支払119 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成24年度）支払120 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成24年度）支払121 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成24年度）支払122 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成24年度）支払123 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成24年度）支払124 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成24年度）支払125 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成24年度）支払126 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成24年度）支払127 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成24年度）支払128 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成24年度）支払129 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成24年度）支払130 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成24年度）支払131 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成24年度）支払132 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成24年度）支払133 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成24年度）支払134 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成24年度）支払135 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成24年度）支払136 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成24年度）支払137 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成24年度）支払138 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成24年度）支払139 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成24年度）支払140 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄



38/374

大分類 中分類
備考作成・取得年度等

文書分類
小分類 法人文書ファイル名 作成・取得者 起算日 保存期間

保存期間満了
時期

媒体の種別 保存場所 管理者 管理担当係等
保存期間満了時の

措置結果
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成24年度）支払141 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成24年度）支払142 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成24年度）支払143 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成24年度）支払144 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成24年度）支払145 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成24年度）支払146 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成24年度）支払147 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成24年度）支払148 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成24年度）支払149 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成24年度）支払150 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成24年度）支払151 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成24年度）支払152 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成24年度）支払153 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成24年度）支払154 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成24年度）支払155 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成24年度）支払156 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成24年度）支払157 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成24年度）支払158 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成24年度）支払159 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成24年度）支払160 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成24年度）支払161 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成24年度）支払162 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成24年度）支払163 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成24年度）支払164 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成24年度）支払165 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成24年度）支払166 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成24年度）支払167 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成24年度）支払168 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成24年度）支払169 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成24年度）支払170 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成24年度）支払171 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成24年度）支払172 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成24年度）支払173 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成24年度）支払174 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成24年度）支払175 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成24年度）支払176 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成24年度）支払177 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成24年度）支払178 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成24年度）支払179 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成24年度）支払180 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成24年度）支払181 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成24年度）支払182 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成24年度）支払183 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成24年度）支払184 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成24年度）支払185 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成24年度）支払186 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成24年度）支払187 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成24年度）支払188 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成24年度）支払189 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成24年度）支払190 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成24年度）支払191 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成24年度）支払192 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成24年度）支払193 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成24年度）支払194 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成24年度）支払195 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成24年度）支払196 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成24年度）支払197 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成24年度）支払198 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成24年度）支払199 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成24年度）支払200 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成24年度）支払201 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成24年度）支払202 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成24年度）支払203 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成24年度）支払204 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成24年度）支払205 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成24年度）支払206 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成24年度）支払207 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成24年度）支払208 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成24年度）支払209 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄



39/374

大分類 中分類
備考作成・取得年度等

文書分類
小分類 法人文書ファイル名 作成・取得者 起算日 保存期間

保存期間満了
時期

媒体の種別 保存場所 管理者 管理担当係等
保存期間満了時の

措置結果
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成24年度）支払210 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成24年度）支払211 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成24年度）支払212 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成24年度）支払213 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成24年度）支払214 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成24年度）支払215 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成24年度）支払216 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成24年度）支払217 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成24年度）支払218 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成24年度）支払219 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成24年度）支払220 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成24年度）支払221 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成24年度）支払222 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成24年度）支払223 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成24年度）支払224 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成24年度）支払225 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成24年度）支払226 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成24年度）支払227 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成24年度）支払228 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成24年度）支払229 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成24年度）支払230 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成24年度）支払231 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成24年度）支払232 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成24年度）支払233 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成24年度）支払234 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成24年度）支払235 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成24年度）支払236 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成24年度）支払237 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成24年度）支払238 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成24年度）支払239 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成24年度）支払240 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成24年度）支払241 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成24年度）支払242 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成24年度）支払243 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成24年度）支払244 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成24年度）支払245 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成24年度）支払246 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払1 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払2 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払3 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払4 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払5 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払6 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払7 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払8 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払9 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払10 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払11 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払12 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払13 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払14 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払15 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払16 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払17 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払18 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払19 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払20 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払21 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払22 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払23 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払24 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払25 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払26 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払27 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払28 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払29 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払30 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払31 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払32 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
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2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払33 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払34 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払35 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払36 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払37 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払38 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払39 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払40 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払41 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払42 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払43 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払44 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払45 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払46 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払47 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払48 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払49 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払50 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払51 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払52 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払53 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払54 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払55 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払56 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払57 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払58 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払59 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払60 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払61 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払62 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払63 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払64 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払65 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払66 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払67 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払68 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払69 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払70 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払71 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払72 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払73 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払74 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払75 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払76 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払77 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払78 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払79 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払80 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払81 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払82 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払83 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払84 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払85 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払86 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払87 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払88 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払89 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払90 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払91 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払92 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払93 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払94 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払95 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払96 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払97 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払98 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払99 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払100 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払101 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
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2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払102 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払103 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払104 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払105 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払106 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払107 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払108 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払109 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払110 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払111 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払112 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払113 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払114 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払115 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払116 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払117 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払118 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払119 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払120 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払121 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払122 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払123 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払124 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払125 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払126 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払127 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払128 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払129 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払130 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払131 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払132 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払133 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払134 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払135 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払136 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払137 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払138 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払139 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払140 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払141 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払142 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払143 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払144 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払145 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払146 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払147 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払148 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払149 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払150 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払151 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払152 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払153 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払154 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払155 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払156 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払157 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払158 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払159 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払160 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払161 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払162 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払163 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払164 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払165 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払166 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払167 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払168 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払169 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払170 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
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2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払171 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払172 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払173 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払174 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払175 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払176 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払177 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払178 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払179 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払180 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払181 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払182 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払183 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払184 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払185 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払186 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払187 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払188 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払189 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払190 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払191 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払192 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払193 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払194 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払195 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払196 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払197 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払198 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払199 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払200 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払201 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払202 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払203 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払204 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払205 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払206 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払207 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払208 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払209 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払210 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払211 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払212 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払213 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払214 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払215 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払216 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払217 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払218 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払219 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払220 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払221 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払222 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払223 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払224 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払225 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払226 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払227 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払228 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払229 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払230 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払231 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払232 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払233 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払234 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払235 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払236 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払237 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払238 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払239 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄



43/374

大分類 中分類
備考作成・取得年度等

文書分類
小分類 法人文書ファイル名 作成・取得者 起算日 保存期間

保存期間満了
時期

媒体の種別 保存場所 管理者 管理担当係等
保存期間満了時の

措置結果
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払240 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払241 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払242 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払243 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払244 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払245 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払246 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払247 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払248 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払249 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払250 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払251 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払252 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払253 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払254 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払255 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払256 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払257 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払258 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払259 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払260 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払261 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払262 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払263 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払264 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払265 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払266 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払267 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払268 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払269 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払270 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払271 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払272 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払273 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払274 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払275 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払276 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払277 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払278 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払279 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払280 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払281 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払282 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払283 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払284 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払285 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払286 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払287 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払288 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払289 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払290 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払291 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払292 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払293 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払294 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払295 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成25年度）支払296 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払1 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払2 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払3 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払4 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払5 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払6 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払7 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払8 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払9 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払10 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払11 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払12 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
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2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払13 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払14 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払15 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払16 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払17 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払18 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払19 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払20 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払21 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払22 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払23 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払24 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払25 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払26 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払27 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払28 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払29 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払30 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払31 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払32 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払33 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払34 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払35 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払36 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払37 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払38 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払39 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払40 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払41 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払42 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払43 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払44 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払45 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払46 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払47 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払48 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払49 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払50 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払51 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払52 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払53 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払54 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払55 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払56 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払57 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払58 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払59 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払60 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払61 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払62 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払63 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払64 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払65 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払66 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払67 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払68 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払69 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払70 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払71 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払72 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払73 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払74 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払75 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払76 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払77 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払78 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払79 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払80 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払81 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
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2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払82 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払83 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払84 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払85 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払86 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払87 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払88 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払89 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払90 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払91 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払92 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払93 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払94 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払95 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払96 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払97 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払98 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払99 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払100 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払101 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払102 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払103 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払104 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払105 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払106 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払107 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払108 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払109 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払110 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払111 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払112 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払113 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払114 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払115 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払116 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払117 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払118 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払119 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払120 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払121 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払122 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払123 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払124 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払125 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払126 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払127 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払128 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払129 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払130 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払131 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払132 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払133 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払134 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払135 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払136 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払137 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払138 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払139 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払140 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払141 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払142 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払143 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払144 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払145 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払146 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払147 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払148 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払149 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払150 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
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2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払151 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払152 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払153 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払154 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払155 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払156 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払157 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払158 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払159 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払160 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払161 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払162 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払163 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払164 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払165 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払166 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払167 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払168 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払169 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払170 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払171 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払172 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払173 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払174 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払175 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払176 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払177 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払178 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払179 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払180 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払181 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払182 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払183 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払184 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払185 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払186 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払187 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払188 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払189 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払190 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払191 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払192 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払193 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払194 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払195 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払196 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払197 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払198 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払199 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払200 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払201 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払202 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払203 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払204 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払205 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払206 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払207 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払208 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払209 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払210 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払211 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払212 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払213 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払214 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払215 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払216 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払217 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払218 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払219 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
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2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払220 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払221 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払222 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払223 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払224 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払225 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払226 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払227 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払228 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払229 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払230 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払231 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払232 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払233 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払234 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払235 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払236 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払237 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払238 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払239 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払240 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払241 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払242 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払243 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払244 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払245 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払246 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払247 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払248 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払249 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払250 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払251 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払252 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払253 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払254 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払255 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払256 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払257 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払258 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払259 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払260 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払261 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払262 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払263 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払264 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払265 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払266 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払267 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払268 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払269 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払270 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払271 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払272 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払273 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払274 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払275 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払276 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払277 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払278 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払279 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払280 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払281 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払282 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払283 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払284 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払285 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払286 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払287 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払288 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
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2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払289 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払290 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払291 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払292 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払293 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払294 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払295 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払296 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払297 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払298 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払299 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払300 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払301 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払302 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払303 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払304 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払305 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払306 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払307 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払308 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払309 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払310 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払311 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払312 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払313 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払314 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払315 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払316 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成26年度）支払317 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払1 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払2 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払3 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払4 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払5 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払6 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払7 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払8 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払9 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払10 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払11 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払12 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払13 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払14 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払15 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払16 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払17 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払18 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払19 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払20 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払21 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払22 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払23 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払24 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払25 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払26 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払27 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払28 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払29 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払30 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払31 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払32 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払33 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払34 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払35 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払36 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払37 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払38 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払39 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払40 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
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2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払41 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払42 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払43 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払44 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払45 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払46 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払47 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払48 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払49 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払50 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払51 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払52 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払53 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払54 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払55 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払56 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払57 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払58 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払59 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払60 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払61 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払62 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払63 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払64 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払65 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払66 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払67 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払68 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払69 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払70 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払71 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払72 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払73 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払74 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払75 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払76 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払77 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払78 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払79 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払80 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払81 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払82 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払83 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払84 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払85 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払86 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払87 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払88 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払89 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払90 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払91 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払92 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払93 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払94 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払95 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払96 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払97 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払98 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払99 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払100 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払101 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払102 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払103 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払104 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払105 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払106 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払107 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払108 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払109 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
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2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払110 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払111 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払112 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払113 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払114 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払115 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払116 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払117 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払118 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払119 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払120 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払121 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払122 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払123 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払124 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払125 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払126 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払127 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払128 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払129 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払130 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払131 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払132 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払133 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払134 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払135 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払136 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払137 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払138 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払139 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払140 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払141 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払142 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払143 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払144 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払145 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払146 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払147 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払148 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払149 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払150 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払151 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払152 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払153 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払154 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払155 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払156 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払157 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払158 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払159 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払160 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払161 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払162 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払163 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払164 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払165 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払166 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払167 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払168 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払169 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払170 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払171 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払172 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払173 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払174 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払175 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払176 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払177 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払178 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
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2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払179 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払180 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払181 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払182 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払183 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払184 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払185 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払186 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払187 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払188 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払189 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払190 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払191 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払192 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払193 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払194 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払195 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払196 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払197 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払198 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払199 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払200 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払201 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払202 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払203 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払204 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払205 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払206 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払207 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払208 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払209 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払210 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払211 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払212 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払213 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払214 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払215 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払216 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払217 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払218 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払219 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払220 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払221 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払222 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払223 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払224 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払225 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払226 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払227 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払228 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払229 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払230 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払231 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払232 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払233 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払234 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払235 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払236 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払237 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払238 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払239 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払240 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払241 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払242 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払243 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払244 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払245 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払246 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払247 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
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2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払248 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払249 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払250 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払251 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払252 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払253 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払254 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払255 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払256 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払257 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払258 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払259 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払260 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払261 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払262 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払263 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払264 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払265 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払266 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払267 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払268 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払269 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払270 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払271 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払272 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払273 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払274 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払275 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払276 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払277 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払278 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払279 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払280 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払281 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払282 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払283 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払284 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払285 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払286 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払287 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払288 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成27年度）支払289 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払1 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払2 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払3 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払4 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払5 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払6 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払7 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払8 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払9 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払10 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払11 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払12 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払13 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払14 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払15 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払16 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払17 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払18 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払19 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払20 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払21 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払22 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払23 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払24 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払25 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払26 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払27 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
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2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払28 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払29 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払30 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払31 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払32 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払33 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払34 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払35 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払36 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払37 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払38 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払39 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払40 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払41 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払42 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払43 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払44 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払45 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払46 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払47 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払48 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払49 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払50 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払51 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払52 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払53 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払54 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払55 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払56 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払57 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払58 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払59 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払60 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払61 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払62 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払63 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払64 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払65 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払66 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払67 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払68 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払69 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払70 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払71 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払72 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払73 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払74 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払75 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払76 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払77 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払78 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払79 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払80 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払81 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払82 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払83 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払84 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払85 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払86 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払87 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払88 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払89 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払90 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払91 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払92 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払93 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払94 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払95 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払96 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
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2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払97 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払98 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払99 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払100 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払101 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払102 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払103 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払104 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払105 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払106 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払107 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払108 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払109 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払110 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払111 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払112 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払113 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払114 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払115 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払116 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払117 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払118 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払119 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払120 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払121 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払122 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払123 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払124 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払125 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払126 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払127 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払128 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払129 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払130 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払131 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払132 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払133 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払134 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払135 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払136 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払137 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払138 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払139 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払140 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払141 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払142 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払143 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払144 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払145 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払146 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払147 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払148 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払149 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払150 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払151 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払152 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払153 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払154 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払155 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払156 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払157 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払158 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払159 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払160 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払161 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払162 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払163 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払164 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払165 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
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2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払166 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払167 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払168 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払169 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払170 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払171 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払172 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払173 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払174 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払175 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払176 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払177 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払178 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払179 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払180 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払181 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払182 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払183 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払184 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払185 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払186 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払187 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払188 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払189 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払190 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払191 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払192 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払193 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払194 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払195 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払196 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払197 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払198 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払199 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払200 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払201 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払202 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払203 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払204 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払205 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払206 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払207 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払208 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払209 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払210 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払211 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払212 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払213 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払214 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払215 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払216 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払217 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払218 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払219 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払220 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払221 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払222 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払223 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払224 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払225 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払226 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払227 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払228 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払229 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払230 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払231 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払232 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払233 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払234 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
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2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払235 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払236 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払237 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払238 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払239 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払240 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払241 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払242 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払243 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払244 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払245 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払246 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払247 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払248 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払249 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払250 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払251 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払252 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払253 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払254 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払255 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払256 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払257 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払258 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払259 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払260 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払261 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払262 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払263 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払264 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払265 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払266 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払267 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払268 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払269 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払270 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払271 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払272 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払273 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払274 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払275 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払276 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払277 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払278 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払279 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払280 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払281 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払282 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払283 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払284 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払285 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払286 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払287 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払288 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払289 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払290 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払291 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払292 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成28年度）支払293 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成29年度）自動引落・窓口納付1 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成29年度）自動引落・窓口納付2 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成29年度）自動引落・窓口納付3 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成29年度）自動引落・窓口納付4 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成29年度）自動引落・窓口納付5 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成29年度）自動引落・窓口納付6 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成29年度）自動引落・窓口納付7 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成29年度）自動引落・窓口納付8 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成29年度）自動引落・窓口納付9 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成29年度）自動引落・窓口納付10 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
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2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成29年度）自動引落・窓口納付11 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成29年度）自動引落・窓口納付12 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成29年度）自動引落・窓口納付13 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成29年度）自動引落・窓口納付14 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成29年度）自動引落・窓口納付15 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成29年度）自動引落・窓口納付16 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成29年度）自動引落・窓口納付17 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成29年度）自動引落・窓口納付18 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成29年度）自動引落・窓口納付19 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成29年度）自動引落・窓口納付20 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成29年度）自動引落・窓口納付21 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成29年度）自動引落・窓口納付22 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成29年度）自動引落・窓口納付23 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成29年度）自動引落・窓口納付24 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成29年度）支払1 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成29年度）支払2 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成29年度）支払3 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成29年度）支払4 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成29年度）支払5 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成29年度）支払6 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成29年度）支払7 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成29年度）支払8 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成29年度）支払9 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成29年度）支払10 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成29年度）支払11 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成29年度）支払12 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成29年度）支払13 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成29年度）支払14 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成29年度）支払15 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成29年度）支払16 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成29年度）支払17 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成29年度）支払18 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成29年度）支払19 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成29年度）支払20 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成29年度）支払21 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成29年度）支払22 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成29年度）支払23 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成29年度）支払24 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成29年度）支払25 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成29年度）支払26 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成29年度）支払27 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成29年度）支払28 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成29年度）支払29 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成29年度）支払30 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成29年度）支払31 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成29年度）支払32 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成29年度）支払33 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成29年度）支払34 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成29年度）支払35 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成29年度）支払36 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成29年度）支払37 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成29年度）支払38 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成29年度）支払39 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成29年度）支払40 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成29年度）支払41 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成29年度）支払42 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成29年度）支払43 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成29年度）支払44 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成29年度）支払45 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成29年度）支払46 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成29年度）支払47 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成29年度）支払48 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成29年度）支払49 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成29年度）支払50 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成29年度）支払51 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成29年度）支払52 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成29年度）支払53 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成29年度）支払54 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成29年度）支払55 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
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2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成29年度）支払56 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成29年度）支払57 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成29年度）支払58 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成29年度）支払59 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成29年度）支払60 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成29年度）支払61 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成29年度）支払62 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成29年度）支払63 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成29年度）支払64 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成29年度）支払65 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成29年度）支払66 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成29年度）支払67 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成29年度）支払68 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成29年度）支払69 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成29年度）支払70 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成29年度）支払71 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成29年度）支払72 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成29年度）支払73 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成29年度）支払74 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成29年度）支払75 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成29年度）支払76 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成29年度）支払77 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成29年度）支払78 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成29年度）支払79 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成29年度）支払80 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成29年度）支払81 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成29年度）支払82 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成29年度）支払83 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成29年度）支払84 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成29年度）支払85 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成29年度）支払86 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成29年度）支払87 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成29年度）支払88 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成29年度）支払89 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成29年度）支払90 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成29年度）支払91 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成29年度）支払92 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成29年度）支払93 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成29年度）支払94 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成29年度）支払95 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成29年度）支払96 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成29年度）支払97 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成29年度）支払98 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成29年度）支払99 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成29年度）支払100 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成29年度）支払101 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成29年度）支払102 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成29年度）支払103 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成29年度）支払104 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成29年度）支払105 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成29年度）支払106 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成29年度）支払107 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成29年度）支払108 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成29年度）支払109 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成29年度）支払110 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成29年度）支払111 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成29年度）支払112 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成29年度）支払113 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成29年度）支払114 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成29年度）支払115 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成29年度）支払116 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成29年度）支払117 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成29年度）支払118 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成29年度）支払119 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成29年度）支払120 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成29年度）支払121 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成29年度）支払122 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成29年度）支払123 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成29年度）支払124 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
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2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成29年度）支払125 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成29年度）支払126 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成29年度）支払127 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成29年度）支払128 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成29年度）支払129 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成29年度）支払130 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成29年度）支払131 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成29年度）支払132 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成29年度）支払133 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成29年度）支払134 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成29年度）支払135 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成29年度）支払136 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成29年度）支払137 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成29年度）支払138 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成29年度）支払139 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成29年度）支払140 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成29年度）支払141 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成29年度）支払142 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成29年度）支払143 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成29年度）支払144 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成29年度）支払145 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成29年度）支払146 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成29年度）支払147 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成29年度）支払148 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成29年度）支払149 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成29年度）支払150 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成29年度）支払151 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成29年度）支払152 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成29年度）支払153 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成29年度）支払154 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成29年度）支払155 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成29年度）支払156 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成29年度）支払157 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成29年度）支払158 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成29年度）支払159 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成29年度）支払160 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成29年度）支払161 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成29年度）支払162 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成29年度）支払163 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成29年度）支払164 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成29年度）支払165 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成29年度）支払166 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成29年度）支払167 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成29年度）支払168 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成29年度）支払169 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成29年度）支払170 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成29年度）支払171 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成29年度）支払172 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成29年度）支払173 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成29年度）支払174 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成29年度）支払175 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成29年度）支払176 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成29年度）支払177 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成29年度）支払178 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成29年度）支払179 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成29年度）支払180 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成29年度）支払181 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成29年度）支払182 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成29年度）支払183 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成29年度）支払184 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成29年度）支払185 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成29年度）支払186 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成29年度）支払187 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成29年度）支払188 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成29年度）支払189 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成29年度）支払190 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成29年度）支払191 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成29年度）支払192 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成29年度）支払193 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
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2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成29年度）支払194 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成29年度）支払195 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成29年度）支払196 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成29年度）支払197 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成29年度）支払198 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成29年度）支払199 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成29年度）支払200 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成29年度）支払201 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成29年度）支払202 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成29年度）支払203 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成29年度）支払204 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成29年度）支払205 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成29年度）支払206 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成29年度）支払207 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成29年度）支払208 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成29年度）支払209 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成29年度）支払210 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成29年度）支払211 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成29年度）支払212 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成29年度）支払213 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成29年度）支払214 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成29年度）支払215 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成29年度）支払216 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成29年度）支払217 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成29年度）支払218 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成29年度）支払219 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成29年度）支払220 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成29年度）支払221 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成29年度）支払222 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成29年度）支払223 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成29年度）支払224 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成29年度）支払225 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成29年度）支払226 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成29年度）支払227 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成29年度）支払228 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成29年度）支払229 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成29年度）支払230 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成29年度）支払231 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成29年度）支払232 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成29年度）支払233 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成29年度）支払234 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）自動引落・窓口納付 1 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）自動引落・窓口納付 2 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）自動引落・窓口納付 3 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）自動引落・窓口納付 4 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）自動引落・窓口納付 5 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）自動引落・窓口納付 6 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）自動引落・窓口納付 7 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）自動引落・窓口納付 8 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）自動引落・窓口納付 9 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）自動引落・窓口納付 10 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）自動引落・窓口納付 11 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）自動引落・窓口納付 12 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）自動引落・窓口納付 13 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）自動引落・窓口納付 14 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）自動引落・窓口納付 15 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）自動引落・窓口納付 16 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）自動引落・窓口納付 17 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）自動引落・窓口納付 18 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）自動引落・窓口納付 19 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）自動引落・窓口納付 20 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）自動引落・窓口納付 21 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）自動引落・窓口納付 22 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）自動引落・窓口納付 23 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）自動引落・窓口納付 24 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）自動引落・窓口納付 25 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）自動引落・窓口納付 26 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）自動引落・窓口納付 27 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）自動引落・窓口納付 28 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
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2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）自動引落・窓口納付 29 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）自動引落・窓口納付 30 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）自動引落・窓口納付 31 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）自動引落・窓口納付 32 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）自動引落・窓口納付 33 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）自動引落・窓口納付 34 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）自動引落・窓口納付 35 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）自動引落・窓口納付 36 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）自動引落・窓口納付 37 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）自動引落・窓口納付 38 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）自動引落・窓口納付 39 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）自動引落・窓口納付 40 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）自動引落・窓口納付 41 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）自動引落・窓口納付 42 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）自動引落・窓口納付 43 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）自動引落・窓口納付 44 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）自動引落・窓口納付 45 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）自動引落・窓口納付 46 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）自動引落・窓口納付 47 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払1 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払2 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払3 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払4 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払5 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払6 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払7 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払8 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払9 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払10 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払11 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払12 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払13 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払14 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払15 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払16 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払17 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払18 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払19 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払20 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払21 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払22 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払23 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払24 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払25 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払26 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払27 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払28 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払29 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払30 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払31 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払32 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払33 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払34 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払35 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払36 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払37 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払38 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払39 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払40 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払41 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払42 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払43 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払44 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払45 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払46 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払47 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払48 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払49 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払50 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
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2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払51 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払52 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払53 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払54 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払55 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払56 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払57 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払58 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払59 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払60 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払61 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払62 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払63 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払64 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払65 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払66 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払67 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払68 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払69 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払70 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払71 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払72 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払73 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払74 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払75 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払76 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払77 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払78 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払79 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払80 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払81 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払82 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払83 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払84 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払85 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払86 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払87 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払88 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払89 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払90 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払91 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払92 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払93 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払94 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払95 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払96 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払97 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払98 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払99 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払100 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払101 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払102 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払103 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払104 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払105 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払106 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払107 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払108 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払109 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払110 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払111 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払112 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払113 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払114 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払115 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払116 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払117 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払118 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払119 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
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2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払120 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払121 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払122 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払123 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払124 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払125 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払126 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払127 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払128 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払129 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払130 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払131 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払132 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払133 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払134 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払135 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払136 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払137 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払138 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払139 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払140 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払141 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払142 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払143 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払144 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払145 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払146 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払147 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払148 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払149 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払150 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払151 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払152 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払153 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払154 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払155 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払156 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払157 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払158 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払159 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払160 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払161 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払162 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払163 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払164 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払165 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払166 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払167 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払168 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払169 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払170 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払171 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払172 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払173 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払174 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払175 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払176 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払177 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払178 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払179 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払180 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払181 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払182 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払183 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払184 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払185 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払186 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払187 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払188 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
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2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払189 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払190 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払191 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払192 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払193 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払194 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払195 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払196 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払197 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払198 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払199 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払200 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払201 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払202 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払203 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払204 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払205 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払206 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払207 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払208 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払209 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払210 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払211 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払212 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払213 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払214 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払215 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払216 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払217 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払218 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払219 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払220 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払221 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払222 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払223 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払224 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払225 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払226 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払227 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払228 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払229 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払230 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払231 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払232 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払233 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払234 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払235 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払236 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払237 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払238 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払239 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払240 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払241 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払242 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払243 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払244 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払245 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払246 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払247 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払248 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払249 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払250 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払251 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払252 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払253 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払254 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払255 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払256 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払257 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
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2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払258 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払259 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払260 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払261 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払262 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払263 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払264 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払265 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払266 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払267 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払268 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払269 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払270 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払271 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払272 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払273 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払274 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払275 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払276 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払277 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払278 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払279 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払280 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払281 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払282 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払283 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払284 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払285 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払286 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払287 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払288 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払289 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払290 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払291 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払292 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払293 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払294 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払295 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払296 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払297 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払298 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払299 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払300 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払301 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払302 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払303 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払304 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払305 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払306 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成30年度）支払307 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）窓口納付1 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）窓口納付2 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）窓口納付3 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）窓口納付4 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）窓口納付5 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）窓口納付6 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）窓口納付7 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）窓口納付8 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）窓口納付9 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）窓口納付10 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）窓口納付11 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）窓口納付12 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）窓口納付13 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）窓口納付14 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）窓口納付15 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）窓口納付16 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）窓口納付16 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払1 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払2 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
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2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払3 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払4 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払5 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払6 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払7 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払8 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払9 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払10 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払11 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払12 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払13 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払14 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払15 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払16 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払17 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払18 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払19 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払20 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払21 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払22 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払23 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払24 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払25 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払26 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払27 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払28 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払29 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払30 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払31 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払32 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払33 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払34 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払35 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払36 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払37 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払38 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払39 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払40 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払41 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払42 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払43 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払44 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払45 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払46 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払47 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払48 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払49 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払50 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払51 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払52 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払53 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払54 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払55 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払56 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払57 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払58 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払59 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払60 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払61 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払62 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払63 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払64 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払65 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払66 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払67 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払68 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払69 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払70 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払71 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
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2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払72 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払73 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払74 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払75 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払76 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払77 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払78 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払79 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払80 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払81 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払82 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払83 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払84 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払85 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払86 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払87 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払88 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払89 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払90 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払91 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払92 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払93 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払94 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払95 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払96 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払97 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払98 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払99 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払100 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払101 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払102 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払103 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払104 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払105 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払106 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払107 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払108 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払109 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払110 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払111 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払112 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払113 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払114 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払115 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払116 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払117 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払118 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払119 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払120 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払121 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払122 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払123 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払124 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払125 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払126 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払127 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払128 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払129 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払130 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払131 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払132 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払133 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払134 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払135 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払136 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払137 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払138 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払139 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払140 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
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2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払141 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払142 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払143 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払144 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払145 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払146 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払147 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払148 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払149 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払150 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払151 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払152 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払153 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払154 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払155 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払156 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払157 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払158 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払159 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払160 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払161 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払162 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払163 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払164 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払165 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払166 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払167 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払168 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払169 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払170 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払171 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払172 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払173 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払174 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払175 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払176 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払177 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払178 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払179 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払180 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払181 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払182 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払183 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払184 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払185 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払186 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払187 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払188 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払189 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払190 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払191 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払192 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払193 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払194 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払195 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払196 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払197 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払198 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払199 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払200 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払201 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払202 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払203 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払204 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払205 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払206 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払207 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払208 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払209 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
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2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払210 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払211 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払212 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払213 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払214 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払215 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払216 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払217 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払218 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払219 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払220 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払221 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払222 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払223 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払224 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払225 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払226 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払227 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払228 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払229 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払230 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払231 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払232 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払233 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払234 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払235 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払236 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払237 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払238 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払239 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払240 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払241 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払242 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払243 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払244 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払245 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払246 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払247 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払248 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払249 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払250 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払251 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払252 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払253 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払254 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払255 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払256 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払257 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払258 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払259 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払260 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払261 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払262 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払263 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払264 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払265 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払266 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払267 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払268 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払269 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払270 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払271 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払272 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払273 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払274 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払275 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払276 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払277 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払278 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
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2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払279 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払280 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払281 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払282 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払283 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払284 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払285 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払286 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払287 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払288 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払289 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払290 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払291 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払292 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払293 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払294 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払295 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払296 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払297 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払298 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払299 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払300 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払301 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払302 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払303 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払304 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払305 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払306 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払307 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払308 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払309 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払310 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払311 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払312 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払313 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払314 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払315 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払316 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払317 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払318 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払319 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払320 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払321 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払322 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払323 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払324 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払325 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払326 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払327 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払328 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払329 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払330 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払331 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払332 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払333 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払334 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 （平成31/令和1年度）支払335 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金（要求・精算）　1 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金（要求・精算）　2 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金（要求・精算）　3 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金（要求・精算）　4 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（本部・南関東）
概算・精算・追給・返納分　1 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（本部・南関東）
概算・精算・追給・返納分　2 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 外勤交通費（南関東）　1 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 外勤交通費（南関東）　2 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 外勤交通費（南関東）　3 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 外勤交通費（南関東）　4 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 外勤交通費（南関東）　5 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 外勤交通費（南関東）　6 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
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措置結果
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 外勤交通費（南関東）　7 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 外勤交通費（南関東）　8 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 外勤交通費（南関東）　9 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 外勤交通費（南関東）　10 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 外勤交通費（南関東）　11 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 外勤交通費（南関東）　12 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 外勤交通費（南関東）　13 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 外勤交通費（本部）　1 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 外勤交通費（本部）　2 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 外勤交通費（本部）　3 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 外勤交通費（本部）　4 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 外勤交通費（本部）　5 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 外勤交通費（本部）　6 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 外勤交通費（本部）　7 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 外勤交通費（本部）　8 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 外勤交通費（本部）　9 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 外勤交通費（本部）　10 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 外勤交通費（本部）　11 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（南関東）　1 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（南関東）　2 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（本部）　1 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（本部）　2 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（本部）　3 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（本部）　4 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（本部）　5 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（本部）　6 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（本部）　7 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（本部）　8 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（本部）　9 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（本部）　10 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（本部）　11 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（本部）　12 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（本部）　13 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（本部）　14 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（本部）　15 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（本部）　16 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（本部）　17 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（本部）　18 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（本部）　19 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（本部）　20 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（本部）　21 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（本部）　22 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（本部）　23 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（本部）　24 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（本部）　25 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（本部）　26 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 自動引落1 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/1 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 自動引落2 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/1 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 自動引落3 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/1 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 自動引落4 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/1 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 自動引落5 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/1 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 自動引落6 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/1 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 自動引落7 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/1 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 自動引落8 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/1 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 自動引落9 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/1 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 自動引落10 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/1 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 自動引落11 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/1 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 自動引落12 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/1 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 自動引落13 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/1 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 自動引落14 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/1 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 自動引落15 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/1 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 自動引落16 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/1 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 自動引落17 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/1 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 自動引落18 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/1 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 自動引落19 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/1 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 自動引落20 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/1 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 自動引落21 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/1 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 自動引落22 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/1 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 自動引落23 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/1 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄



72/374

大分類 中分類
備考作成・取得年度等

文書分類
小分類 法人文書ファイル名 作成・取得者 起算日 保存期間

保存期間満了
時期

媒体の種別 保存場所 管理者 管理担当係等
保存期間満了時の

措置結果
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 外勤ICカード 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 庶務 旅行命令（依頼）伺等 外勤交通費・旅行命令（依頼）伺等 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 外勤交通費（ＳＣ）　1 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 外勤交通費（ＳＣ）　2 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 外勤交通費（ＳＣ）　3 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 外勤交通費（ＳＣ）　4 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 外勤交通費（ＳＣ）　5 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 外勤交通費（ＳＣ）　6 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 外勤交通費（ＳＣ）　7 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 外勤交通費（ＳＣ）　8 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 外勤交通費（ＳＣ）　9 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 外勤交通費（ＳＣ）　10 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 外勤交通費（ＳＣ）　11 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 外勤交通費（ＳＣ）　12 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 外勤交通費（ＳＣ）　13 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 外勤交通費（ＳＣ）　14 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 経理課事務室
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 外勤交通費（ＳＣ）　15 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 経理課事務室
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 外勤交通費（ＳＣ）　16 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 経理課事務室
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 外勤交通費（ＳＣ）　17 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 経理課事務室
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 外勤交通費（ＳＣ）　18 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 経理課事務室
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（ＳＣ）　1 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（ＳＣ）　2 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（ＳＣ）　3 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（ＳＣ）　4 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（ＳＣ）　5 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（ＳＣ）　6 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（ＳＣ）　7 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（ＳＣ）　8 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（ＳＣ）　9 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（ＳＣ）　10 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（ＳＣ）　11 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（ＳＣ）　12 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（ＳＣ）　13 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（ＳＣ）　14 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（ＳＣ）　15 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（ＳＣ）　16 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（ＳＣ）　17 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（ＳＣ）　18 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（ＳＣ）　19 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（ＳＣ）　20 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（ＳＣ）　21 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（ＳＣ）　22 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（ＳＣ）　23 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（ＳＣ）　24 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（ＳＣ）　25 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 会計関係 金融機関関係等 振込一括依頼書① 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 会計関係 金融機関関係等 振込一括依頼書② 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 会計関係 金融機関関係等 入出金明細・残高一覧表①みずほeビジネスサイト 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 会計関係 金融機関関係等 入出金明細・残高一覧表②みずほeビジネスサイト 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 会計関係 金融機関関係等 口座振込等依頼書【25日手当】あ～な 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 会計関係 金融機関関係等 口座振込等依頼書【25日手当】は～わ 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 会計関係 金融機関関係等 給与口座振込申出書【17日給与】 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 会計関係 個人番号届 個人番号届　11 経理課長 2020/4/1 該当者に係る源泉徴収等に関する書類等の全ての保存期間が満了するまで 源泉徴収等に関する書類等の全ての保存期間が満了するまで 紙 マイナンバー管理室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 会計関係 個人番号届 個人番号届　12 経理課長 2020/4/1 該当者に係る源泉徴収等に関する書類等の全ての保存期間が満了するまで 源泉徴収等に関する書類等の全ての保存期間が満了するまで 紙 マイナンバー管理室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 外勤交通費（ＳＣ）　1 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 外勤交通費（ＳＣ）　2 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 外勤交通費（ＳＣ）　3 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 外勤交通費（ＳＣ）　4 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 外勤交通費（ＳＣ）　5 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 外勤交通費（ＳＣ）　6 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 外勤交通費（ＳＣ）　7 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 外勤交通費（ＳＣ）　8 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 外勤交通費（ＳＣ）　9 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 外勤交通費（ＳＣ）　10 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 外勤交通費（ＳＣ）　11 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 外勤交通費（ＳＣ）　12 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 外勤交通費（ＳＣ）　13 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 外勤交通費（ＳＣ）　14 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 外勤交通費（ＳＣ）　15 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
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2018 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 外勤交通費（ＳＣ）　16 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 外勤交通費（ＳＣ）　17 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 外勤交通費（ＳＣ）　18 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 外勤交通費（ＳＣ）　19 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 外勤交通費（ＳＣ）　20 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 外勤交通費（ＳＣ）　21 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 外勤交通費（ＳＣ）　22 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 外勤交通費（ＳＣ）　23 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 外勤交通費（ＳＣ）　24 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 外勤交通費（ＳＣ）　25 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 旅費（ＳＣ）　1 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 旅費（ＳＣ）　2 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 旅費（ＳＣ）　3 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 旅費（ＳＣ）　4 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 旅費（ＳＣ）　5 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 旅費（ＳＣ）　6 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 旅費（ＳＣ）　7 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 旅費（ＳＣ）　8 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 旅費（ＳＣ）　9 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 旅費（ＳＣ）　10 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 旅費（ＳＣ）　11 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 旅費（ＳＣ）　12 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 旅費（ＳＣ）　13 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 旅費（ＳＣ）　14 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 旅費（ＳＣ）　15 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 旅費（ＳＣ）　16 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 旅費（ＳＣ）　17 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 旅費（ＳＣ）　18 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 旅費（ＳＣ）　19 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 旅費（ＳＣ）　20 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 旅費（ＳＣ）　21 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 旅費（ＳＣ）　22 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 旅費（ＳＣ）　23 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 旅費（ＳＣ）　24 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 旅費（ＳＣ）　25 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 旅費（ＳＣ）　26 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 旅費（ＳＣ）　27 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 旅費（ＳＣ）　28 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 旅費（ＳＣ）　29 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 旅費（ＳＣ）　30 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 旅費（ＳＣ）　31 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 旅費（ＳＣ）　32 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 旅費（ＳＣ）　33 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 会計関係 金融機関関係等 振込一括依頼書① 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 会計関係 金融機関関係等 振込一括依頼書② 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 会計関係 金融機関関係等 入出金明細・残高一覧表①みずほeビジネスサイト 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 会計関係 金融機関関係等 入出金明細・残高一覧表②みずほeビジネスサイト 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 会計関係 金融機関関係等 口座振込等依頼書【25日給与】あ～な 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 会計関係 金融機関関係等 口座振込等依頼書【25日給与】は～わ 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 会計関係 金融機関関係等 給与口座振込申出書【17日給与】 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 会計関係 個人番号届 個人番号届　9 経理課長 2019/4/1 該当者に係る源泉徴収等に関する書類等の全ての保存期間が満了するまで 源泉徴収等に関する書類等の全ての保存期間が満了するまで 紙 マイナンバー管理室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 会計関係 個人番号届 個人番号届　10 経理課長 2019/4/1 該当者に係る源泉徴収等に関する書類等の全ての保存期間が満了するまで 源泉徴収等に関する書類等の全ての保存期間が満了するまで 紙 マイナンバー管理室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 外勤交通費（ＳＣ）　1 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 外勤交通費（ＳＣ）　2 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 外勤交通費（ＳＣ）　3 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 外勤交通費（ＳＣ）　4 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 外勤交通費（ＳＣ）　5 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 外勤交通費（ＳＣ）　6 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 外勤交通費（ＳＣ）　7 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 外勤交通費（ＳＣ）　8 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 外勤交通費（ＳＣ）　9 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 外勤交通費（ＳＣ）　10 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 外勤交通費（ＳＣ）　11 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 外勤交通費（ＳＣ）　12 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 外勤交通費（ＳＣ）　13 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 外勤交通費（ＳＣ）　14 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 外勤交通費（ＳＣ）　15 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 外勤交通費（ＳＣ）　16 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 外勤交通費（ＳＣ）　17 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
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措置結果
2017 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 外勤交通費（ＳＣ）　18 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 外勤交通費（ＳＣ）　19 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 外勤交通費（ＳＣ）　20 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 外勤交通費（ＳＣ）　21 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 外勤交通費（ＳＣ）　22 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 外勤交通費（ＳＣ）　23 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 外勤交通費（ＳＣ）　24 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 旅費（ＳＣ）　1 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 旅費（ＳＣ）　2 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 旅費（ＳＣ）　3 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 旅費（ＳＣ）　4 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 旅費（ＳＣ）　5 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 旅費（ＳＣ）　6 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 旅費（ＳＣ）　7 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 旅費（ＳＣ）　8 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 旅費（ＳＣ）　9 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 旅費（ＳＣ）　10 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 旅費（ＳＣ）　11 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 旅費（ＳＣ）　12 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 旅費（ＳＣ）　13 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 旅費（ＳＣ）　14 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 旅費（ＳＣ）　15 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 旅費（ＳＣ）　16 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 旅費（ＳＣ）　17 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 旅費（ＳＣ）　18 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 旅費（ＳＣ）　19 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 旅費（ＳＣ）　20 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 会計関係 金融機関関係等 残高証明書 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 会計関係 金融機関関係等 振込一括依頼書① 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 会計関係 金融機関関係等 振込一括依頼書② 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 会計関係 金融機関関係等 入出金明細・残高一覧表①みずほeビジネスサイト 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 会計関係 金融機関関係等 入出金明細・残高一覧表②みずほeビジネスサイト 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 会計関係 金融機関関係等 口座振込等依頼書【25日給与】あ～な 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 会計関係 金融機関関係等 口座振込等依頼書【25日給与】は～わ 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 会計関係 金融機関関係等 給与口座振込申出書【17日給与】 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 会計関係 個人番号届 個人番号届　7 経理課長 2018/4/1 該当者に係る源泉徴収等に関する書類等の全ての保存期間が満了するまで 源泉徴収等に関する書類等の全ての保存期間が満了するまで 紙 マイナンバー管理室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 会計関係 個人番号届 個人番号届　8 経理課長 2018/4/1 該当者に係る源泉徴収等に関する書類等の全ての保存期間が満了するまで 源泉徴収等に関する書類等の全ての保存期間が満了するまで 紙 マイナンバー管理室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 外勤交通費（ＳＣ）　1 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 外勤交通費（ＳＣ）　2 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 外勤交通費（ＳＣ）　3 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 外勤交通費（ＳＣ）　4 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 外勤交通費（ＳＣ）　5 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 外勤交通費（ＳＣ）　6 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 外勤交通費（ＳＣ）　7 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 外勤交通費（ＳＣ）　8 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 外勤交通費（ＳＣ）　9 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 外勤交通費（ＳＣ）　10 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 外勤交通費（ＳＣ）　11 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 外勤交通費（ＳＣ）　12 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 外勤交通費（ＳＣ）　13 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 外勤交通費（ＳＣ）　14 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 外勤交通費（ＳＣ）　15 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 外勤交通費（ＳＣ）　16 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 外勤交通費（ＳＣ）　17 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 外勤交通費（ＳＣ）　18 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 外勤交通費（ＳＣ）　19 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 外勤交通費（ＳＣ）　20 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 外勤交通費（ＳＣ）　21 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 旅費（ＳＣ）　1 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 旅費（ＳＣ）　2 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 旅費（ＳＣ）　3 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 旅費（ＳＣ）　4 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 旅費（ＳＣ）　5 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 旅費（ＳＣ）　6 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 旅費（ＳＣ）　7 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 旅費（ＳＣ）　8 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 旅費（ＳＣ）　9 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 旅費（ＳＣ）　10 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 旅費（ＳＣ）　11 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
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2016 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 旅費（ＳＣ）　12 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 旅費（ＳＣ）　13 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 旅費（ＳＣ）　14 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 旅費（ＳＣ）　15 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 旅費（ＳＣ）　16 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 旅費（ＳＣ）　17 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 旅費（ＳＣ）　18 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 旅費（ＳＣ）　19 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 旅費（ＳＣ）　20 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 旅費（ＳＣ）　21 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 旅費（ＳＣ）　22 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 旅費（ＳＣ）　23 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 旅費（ＳＣ）　24 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 旅費（ＳＣ）　25 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 旅費（ＳＣ）　26 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 旅費（ＳＣ）　27 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 旅費（ＳＣ）　28 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 旅費（ＳＣ）　29 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 旅費（ＳＣ）　30 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 旅費（ＳＣ）　31 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 旅費（ＳＣ）　32 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 旅費（ＳＣ）　33 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 旅費（ＳＣ）　34 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 会計関係 金融機関関係等 残高証明書 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 会計関係 金融機関関係等 振込一括依頼書① 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 会計関係 金融機関関係等 振込一括依頼書② 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 会計関係 金融機関関係等 入出金明細・残高一覧表①みずほeビジネスサイト 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 会計関係 金融機関関係等 入出金明細・残高一覧表②みずほeビジネスサイト 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 会計関係 金融機関関係等 口座振込等依頼書【25日給与】あ～な 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 会計関係 金融機関関係等 口座振込等依頼書【25日給与】は～わ 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 会計関係 金融機関関係等 給与口座振込申出書【17日給与】 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 会計関係 個人番号届 個人番号届　1 経理課長 2017/4/1 該当者に係る源泉徴収等に関する書類等の全ての保存期間が満了するまで 源泉徴収等に関する書類等の全ての保存期間が満了するまで 紙 マイナンバー管理室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 会計関係 個人番号届 個人番号届　2 経理課長 2017/4/1 該当者に係る源泉徴収等に関する書類等の全ての保存期間が満了するまで 源泉徴収等に関する書類等の全ての保存期間が満了するまで 紙 マイナンバー管理室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 会計関係 個人番号届 個人番号届　3 経理課長 2017/4/1 該当者に係る源泉徴収等に関する書類等の全ての保存期間が満了するまで 源泉徴収等に関する書類等の全ての保存期間が満了するまで 紙 マイナンバー管理室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 会計関係 個人番号届 個人番号届　4 経理課長 2017/4/1 該当者に係る源泉徴収等に関する書類等の全ての保存期間が満了するまで 源泉徴収等に関する書類等の全ての保存期間が満了するまで 紙 マイナンバー管理室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 会計関係 個人番号届 個人番号届　5 経理課長 2017/4/1 該当者に係る源泉徴収等に関する書類等の全ての保存期間が満了するまで 源泉徴収等に関する書類等の全ての保存期間が満了するまで 紙 マイナンバー管理室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 会計関係 個人番号届 個人番号届　6 経理課長 2017/4/1 該当者に係る源泉徴収等に関する書類等の全ての保存期間が満了するまで 源泉徴収等に関する書類等の全ての保存期間が満了するまで 紙 マイナンバー管理室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 会計関係 個人番号届 個人番号提供依頼経過報告書綴 経理課長 2017/4/1 該当者に係る源泉徴収等に関する書類等の全ての保存期間が満了するまで 源泉徴収等に関する書類等の全ての保存期間が満了するまで 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 外勤交通費（ＳＣ）　1 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 外勤交通費（ＳＣ）　2 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 外勤交通費（ＳＣ）　3 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 外勤交通費（ＳＣ）　4 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 外勤交通費（ＳＣ）　5 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 外勤交通費（ＳＣ）　6 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 外勤交通費（ＳＣ）　7 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 外勤交通費（ＳＣ）　8 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 外勤交通費（ＳＣ）　9 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 外勤交通費（ＳＣ）　10 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 外勤交通費（ＳＣ）　11 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 外勤交通費（ＳＣ）　12 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 外勤交通費（ＳＣ）　13 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 外勤交通費（ＳＣ）　14 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 外勤交通費（ＳＣ）　15 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 外勤交通費（ＳＣ）　16 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 外勤交通費（ＳＣ）　17 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 外勤交通費（ＳＣ）　18 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 外勤交通費（ＳＣ）　19 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 外勤交通費（ＳＣ）　20 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 外勤交通費（ＳＣ）　21 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 旅費（ＳＣ）　1 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 旅費（ＳＣ）　2 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 旅費（ＳＣ）　3 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 旅費（ＳＣ）　4 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 旅費（ＳＣ）　5 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 旅費（ＳＣ）　6 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 旅費（ＳＣ）　7 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 旅費（ＳＣ）　8 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 旅費（ＳＣ）　9 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 旅費（ＳＣ）　10 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
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2015 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 旅費（ＳＣ）　11 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 旅費（ＳＣ）　12 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 旅費（ＳＣ）　13 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 旅費（ＳＣ）　14 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 旅費（ＳＣ）　15 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 旅費（ＳＣ）　16 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 旅費（ＳＣ）　17 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 旅費（ＳＣ）　18 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 旅費（ＳＣ）　19 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 旅費（ＳＣ）　20 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 旅費（ＳＣ）　21 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 旅費（ＳＣ）　22 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 旅費（ＳＣ）　23 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 旅費（ＳＣ）　24 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 旅費（ＳＣ）　25 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 旅費（ＳＣ）　26 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 旅費（ＳＣ）　27 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 旅費（ＳＣ）　28 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 旅費（ＳＣ）　29 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 旅費（ＳＣ）　30 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 旅費（ＳＣ）　31 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 旅費（ＳＣ）　32 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 旅費（ＳＣ）　33 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 旅費（ＳＣ）　34 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 会計関係 金融機関関係等 残高証明書 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 会計関係 金融機関関係等 振込一括依頼書① 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 会計関係 金融機関関係等 振込一括依頼書② 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 会計関係 金融機関関係等 入出金明細・残高一覧表①みずほeビジネスサイト 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 会計関係 金融機関関係等 入出金明細・残高一覧表②みずほeビジネスサイト 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 会計関係 金融機関関係等 口座振込等依頼書【25日給与】あ～な 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 会計関係 金融機関関係等 口座振込等依頼書【25日給与】は～わ 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 会計関係 金融機関関係等 給与口座振込申出書【17日給与】 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 外勤交通費（ＳＣ）　【1】 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 外勤交通費（ＳＣ）　【2】 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 外勤交通費（ＳＣ）　【3】 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 外勤交通費（ＳＣ）　【4】 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 外勤交通費（ＳＣ）　【5】 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 外勤交通費（ＳＣ）　【6】 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 外勤交通費（ＳＣ）　【7】 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 外勤交通費（ＳＣ）　【8】 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 外勤交通費（ＳＣ）　【9】 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 外勤交通費（ＳＣ）　【10】 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 外勤交通費（ＳＣ）　【11】 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 外勤交通費（ＳＣ）　【12】 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 外勤交通費（ＳＣ）　【13】 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 外勤交通費（ＳＣ）　【14】 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 外勤交通費（ＳＣ）　【15】 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 外勤交通費（ＳＣ）　【16】 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 外勤交通費（ＳＣ）　【17】 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 外勤交通費（ＳＣ）　【18】 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 外勤交通費（ＳＣ）　【19】 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 旅費（ＳＣ）　【1】 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 旅費（ＳＣ）　【2】 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 旅費（ＳＣ）　【3】 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 旅費（ＳＣ）　【4】 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 旅費（ＳＣ）　【5】 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 旅費（ＳＣ）　【6】 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 旅費（ＳＣ）　【7】 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 旅費（ＳＣ）　【8】 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 旅費（ＳＣ）　【9】 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 旅費（ＳＣ）　【10】 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 旅費（ＳＣ）　【11】 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 旅費（ＳＣ）　【12】 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 旅費（ＳＣ）　【13】 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 旅費（ＳＣ）　【14】 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 旅費（ＳＣ）　【15】 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 旅費（ＳＣ）　【16】 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 旅費（ＳＣ）　【17】 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 旅費（ＳＣ）　【18】 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
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措置結果
2014 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 旅費（ＳＣ）　【19】 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 旅費（ＳＣ）　【20】 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 旅費（ＳＣ）　【21】 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 旅費（ＳＣ）　【22】 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 旅費（ＳＣ）　【23】 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 旅費（ＳＣ）　【24】 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 旅費（ＳＣ）　【25】 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 旅費（ＳＣ）　【26】 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 旅費（ＳＣ）　【27】 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 旅費（ＳＣ）　【28】 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 旅費（ＳＣ）　【29】 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 旅費（ＳＣ）　【30】 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 旅費（ＳＣ）　【31】 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 旅費（ＳＣ）　【32】 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 旅費（ＳＣ）　【33】 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 会計関係 金融機関関係等 振込一括依頼書① 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 会計関係 金融機関関係等 振込一括依頼書② 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 会計関係 金融機関関係等 振込一括依頼書② 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 会計関係 金融機関関係等 入出金明細・残高一覧表①みずほeビジネスサイト 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 会計関係 金融機関関係等 入出金明細・残高一覧表②みずほeビジネスサイト 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 会計関係 金融機関関係等 入出金明細・残高一覧表③みずほeビジネスサイト 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 外勤交通費（ＳＣ）　【1】 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 外勤交通費（ＳＣ）　【2】 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 外勤交通費（ＳＣ）　【3】 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 外勤交通費（ＳＣ）　【4】 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 外勤交通費（ＳＣ）　【5】 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 外勤交通費（ＳＣ）　【6】 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 外勤交通費（ＳＣ）　【7】 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 外勤交通費（ＳＣ）　【8】 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 外勤交通費（ＳＣ）　【9】 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 外勤交通費（ＳＣ）　【10】 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 外勤交通費（ＳＣ）　【11】 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 外勤交通費（ＳＣ）　【12】 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 旅費（ＳＣ）　【1】 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 旅費（ＳＣ）　【2】 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 旅費（ＳＣ）　【3】 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 旅費（ＳＣ）　【4】 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 旅費（ＳＣ）　【5】 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 旅費（ＳＣ）　【6】 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 旅費（ＳＣ）　【7】 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 旅費（ＳＣ）　【8】 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 旅費（ＳＣ）　【9】 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 旅費（ＳＣ）　【10】 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 旅費（ＳＣ）　【11】 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 旅費（ＳＣ）　【12】 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 旅費（ＳＣ）　【13】 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 旅費（ＳＣ）　【14】 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 旅費（ＳＣ）　【15】 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 旅費（ＳＣ）　【16】 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 旅費（ＳＣ） 概算払・追給 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 旅行命令伺（ＳＣ）　【1】 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 旅行命令伺（ＳＣ）　【2】 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 旅行命令伺（ＳＣ）　【3】 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 旅行命令伺（ＳＣ）　【4】 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 旅行命令伺（ＳＣ）　概算払・追給【1】 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 会計関係 金融機関関係等 入出金明細・残高一覧表①みずほeビジネスサイト 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 会計関係 金融機関関係等 入出金明細・残高一覧表②みずほeビジネスサイト 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 会計関係 金融機関関係等 教職員給与振込口座申込書（新規）【1】（17給与） 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 会計関係 金融機関関係等 教職員・外部講師給与振込口座申込書（変更分）【1】（17・25給与） 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 会計関係 金融機関関係等 外部講師給与振込口座申込書【25日給与】＜あ～は＞ 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 会計関係 金融機関関係等 外部講師給与振込口座申込書【25日給与】＜ま～わ＞ 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 会計関係 金融機関関係等 外部講師給与振込口座申込書【25日給与】Ｈ26年1月～3月 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 会計関係 金融機関関係等 外部講師給与振込口座申込書（郵貯銀行・とう）【1】（25給与） 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 外勤交通費（ＳＣ）　【1】 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 外勤交通費（ＳＣ）　【2】 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 外勤交通費（ＳＣ）　【3】 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 外勤交通費（ＳＣ）　【4】 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 外勤交通費（ＳＣ）　【5】 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 外勤交通費（ＳＣ）　【6】 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
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2012 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 外勤交通費（ＳＣ）　【7】 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 外勤交通費（ＳＣ）　【8】 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 外勤交通費（ＳＣ）　【9】 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 外勤交通費（ＳＣ）　【10】 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 外勤交通費（ＳＣ）　【11】 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 外勤交通費（ＳＣ）　【12】 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 外勤交通費（ＳＣ）　【13】 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 外勤交通費（ＳＣ）　【14】 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 旅費（ＳＣ）　【1】 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 旅費（ＳＣ）　【2】 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 旅費（ＳＣ）　【3】 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 旅費（ＳＣ）　【4】 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 旅費（ＳＣ）　【5】 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 旅費（ＳＣ）　【6】 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 旅費（ＳＣ）　【7】 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 旅費（ＳＣ）　【8】 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 旅費（ＳＣ）　【9】 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 旅費（ＳＣ）　【10】 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 旅費（ＳＣ）　【11】 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 旅費（ＳＣ）　【12】 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 旅費（ＳＣ）　【13】 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 旅費（ＳＣ）　【14】 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 旅費（ＳＣ）　【15】 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 旅費（ＳＣ）　【16】 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 旅費（ＳＣ）　【17】 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 旅費（ＳＣ）　【18】 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 旅費（ＳＣ）　【19】 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 旅行命令伺（ＳＣ）　【1】 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 旅行命令伺（ＳＣ）　【2】 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 旅行命令伺（ＳＣ）　【3】 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 旅行命令伺（ＳＣ）　【4】 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 旅行命令伺（ＳＣ）　【5】 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 旅行命令伺（ＳＣ）　概算払 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支払 旅費・外勤交通費 旅費（概算払） 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 会計関係 金融機関関係等 入出金明細・残高一覧表①みずほeビジネスサイト 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 会計関係 金融機関関係等 入出金明細・残高一覧表②みずほeビジネスサイト 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 会計関係 金融機関関係等 支払予定集計表 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 会計関係 金融機関関係等 口座振替 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 会計関係 金融機関関係等 口座振替依頼書 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 会計関係 金融機関関係等 口座振替依頼書（控） 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 会計関係 金融機関関係等 教職員給与振込口座申込書【1】（25給与） 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 会計関係 金融機関関係等 教職員給与振込口座申込書【1】（17給与） 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 会計関係 金融機関関係等 外部講師給与振込口座申込書（25給与）【2】 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 会計関係 金融機関関係等 入出金明細・残高一覧表②みずほeビジネスサイト 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 会計関係 金融機関関係等 非常勤教職員給与振込依頼書　1 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 会計関係 金融機関関係等 非常勤教職員給与振込依頼書　2 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 会計関係 金融機関関係等 非常勤教職員給与振込口座申込書　1 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 会計関係 金融機関関係等 非常勤教職員給与振込口座申込書　2 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 会計関係 金融機関関係等 非常勤教職員給与振込口座申込書　3 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 会計関係 金融機関関係等 教職員給与振込依頼書　 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 会計関係 金融機関関係等 教職員給与振込口座申込書 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 会計関係 金融機関関係等 口座振込依頼書（旅費等） 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 会計関係 金融機関関係等 口座振込等依頼書（Ｈ22～Ｈ23） 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 会計関係 金融機関関係等 入出金明細・残高一覧表①みずほeビジネスサイト 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 会計関係 金融機関関係等 入出金明細・残高一覧表②みずほeビジネスサイト 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 会計関係 金融機関関係等 非常勤教職員給与振込口座申込書 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 会計関係 金融機関関係等 非常勤教員給与振込口座申込書 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 会計関係 金融機関関係等 非常勤教員給与振込依頼書　1 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 会計関係 金融機関関係等 教職員給与振込依頼書　1 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 会計関係 金融機関関係等 教職員給与振込依頼書　2 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 募金 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 外部資金1　 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 外部資金管理ファイル（科研費） 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 預り寄附金① 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 預り寄附金② 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 預り寄附金③ 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 科研1 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 科研2 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 科研3 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
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2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 科研4 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 科研5 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 科研6 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 科研7 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 科研8 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 先導的大学改革推進委託事業1 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 先導的大学改革推進委託事業2 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 総合研究大学院大学　専攻運営費1 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 総合研究大学院大学　専攻運営費2 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 イノベーション創出基礎的研究推進事業 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 厚生労働科学研究費補助金 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 戦略的創造推進事業-CREST- 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 係長起案伝票（雑件・特殊案件） 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 基金運用利息 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 修正・その他　外部資金 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 修正・その他　② 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅行命令伺1 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅行命令伺2 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅行命令伺3 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費精算請求書 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金要求書1 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金要求書2 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金要求書3 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金要求書4 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金要求書5 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金要求書6 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金要求書7 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金要求書 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金要求書（未払） 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金精算書4月分1 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金精算書4月分2 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金精算書4月分3 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金精算書4月分4 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金精算書4月分5 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金精算書4月分6 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金精算書5月分1 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金精算書5月分2 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金精算書5月分3 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金精算書5月分4 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金精算書5月分5 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金精算書5月分6 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金精算書5月分7 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金精算書5月分8 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金精算書6月分1 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金精算書6月分2 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金精算書6月分3 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金精算書6月分4 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金精算書6月分5 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金精算書6月分6 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金精算書6月分7 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金精算書6月分8 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金精算書6月分9 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金精算書6月分10 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金精算書7月分1 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金精算書7月分2 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金精算書7月分3 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金精算書7月分4 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金精算書7月分5 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金精算書7月分6 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金精算書7月分7 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金精算書7月分8 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金精算書7月分9 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金精算書8月分1 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金精算書8月分2 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金精算書8月分3 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金精算書8月分4 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金精算書8月分5 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金精算書8月分6 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金精算書8月分7 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
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2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金精算書9月分1 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金精算書9月分2 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金精算書9月分3 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金精算書9月分4 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金精算書9月分5 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金精算書9月分6 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金精算書9月分7 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金精算書10月分1 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金精算書10月分2 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金精算書10月分3 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金精算書10月分4 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金精算書10月分5 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金精算書10月分6 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金精算書10月分7 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金精算書10月分8 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金精算書10月分9 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金精算書11月分1 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金精算書11月分2 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金精算書11月分3 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金精算書11月分4 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金精算書11月分5 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金精算書11月分6 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金精算書11月分7 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金精算書11月分8 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金精算書11月分9 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金精算書12月分1 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金精算書12月分2 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金精算書12月分3 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金精算書12月分4 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金精算書12月分5 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金精算書12月分6 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金精算書12月分7 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金精算書12月分8 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金精算書12月分9 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金精算書12月分10 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金精算書1月分1 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金精算書1月分2 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金精算書1月分3 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金精算書1月分4 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金精算書1月分5 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金精算書1月分6 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金精算書1月分7 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金精算書1月分8 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金精算書1月分9 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金精算書2月分1 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金精算書2月分2 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金精算書2月分3 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金精算書2月分4 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金精算書2月分5 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金精算書2月分6 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金精算書2月分7 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金精算書2月分8 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金精算書2月分9 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金精算書2月分10 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金精算書3月1 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金精算書3月2 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金精算書3月3 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金精算書3月4 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金精算書3月5 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金精算書3月6 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金精算書3月7 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金精算書3月8 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金精算書3月9 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金精算書3月10 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金精算書3月11 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金精算書3月12 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金精算書3月13 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金精算書3月14 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金精算書3月15 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
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2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金精算書3月16 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金精算書3月17 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金精算書3月18 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金精算書3月19 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金精算書3月未払 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金精算書（ﾃﾞｨﾚｸﾀｰ） 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 支払（外勤交通費）1 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 支払（外勤交通費）2 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 支払（外勤交通費）3 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 支払（外勤交通費）4 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 支払（外勤交通費）5 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 支払（外勤交通費）6 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 支払（外勤交通費）7 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 支払（外勤交通費）8 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 支払（外勤交通費）9 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 支払（外勤交通費）10 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 支払（外勤交通費）11 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 支払（外勤交通費）12 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 支払（外勤交通費）13 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 支払（外勤交通費）14 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 支払（外勤交通費）15 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 支払（外勤交通費）16 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 支払（外勤交通費）17 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 支払（外勤交通費）18 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 支払（外勤交通費）19 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費1 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費2 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費3 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費4 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費5 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費6 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費7 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費8 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費9 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費10 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費11 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費12 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費13 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費14 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費15 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費16 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費17 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費18 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費19 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費20 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費21 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費22 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費23 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 非常勤講師の旅費・外勤交通費（南関東） 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 25周年募金 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 外部資金2 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 預り寄附金① 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 預り寄附金② 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 預り寄附金③ 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 預り寄附金④ 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 科研1 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 科研2 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 科研3 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 科研4 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 科研5 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 科研6 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 科研7 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 科研8 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 科研9 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 科研10　（科研基金を含む） 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 総合研究大学院大学専攻運営費1 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 総合研究大学院大学専攻運営費2 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 先端助成基金1 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 先端助成基金2 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
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2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 イノベーション創出基礎的研究推進事業 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 環境研究総合推進費 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 厚生労働科学研究補助金 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 千葉市・大学共同研究事業経費 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 モデル空間構想による実施検証 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 係長起案伝票（雑件・特殊案件） 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金要求書 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金精算 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡未払 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金精算書1 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金精算書2 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金精算書3 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金精算書4 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金精算書5 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金精算書6 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金精算書7 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金精算書8 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金精算書9 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金精算書10 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金精算書11 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金精算書12 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金精算書13 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金精算書14 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金精算書15 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金精算書16 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金精算書17 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金精算書18 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金精算書19 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金精算書20 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金精算書21 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金精算書22 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金精算書23 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金精算書24 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金精算書25 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金精算書26 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金精算書27 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金精算書28 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金精算書29 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金精算書30 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金精算書31 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金精算書32 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金精算書33 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金精算書34 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金精算書35 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金精算書36 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金精算書37 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金精算書38 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金精算書39 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金精算書40 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金精算書41 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金精算書42 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金精算書43 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金精算書44 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金精算書45 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金精算書46 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金精算書47 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金精算書48 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金精算書49 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金精算書50 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金精算書51 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金精算書52 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金精算書53 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金精算書54 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金精算書55 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金精算書56 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金精算書57 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金精算書58 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金精算書59 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金精算書60 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
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2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金精算書61 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金精算書62 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金精算書63 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金精算書64 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金精算書65 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金精算書66 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金精算書67 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金精算書68 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金精算書69 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金精算書70 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金精算書71 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金精算書72 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金精算書73 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金精算書74 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金精算書75 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金精算書76 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金精算書77 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金精算書78 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金精算書79 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金精算書80 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金精算書81 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金精算書82 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金精算書83 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金精算書84 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金精算書85 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金精算書86 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金精算書87 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金精算書88 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金精算書89 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金精算書90 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金精算書91 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金精算書92 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金精算書93 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金精算書94 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金精算書95 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金精算書96 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金精算書97 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金精算書98 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金精算書99 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金精算書100 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金精算書101 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金精算書102 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金精算書103 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金精算書104 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金精算書105 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金精算書106 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金精算書107 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金精算書108 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金精算書109 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金精算書110 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金精算書111 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金精算書112 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金精算書113 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金精算書114 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金精算書115 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金精算書116 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金精算書117 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金精算書118 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金精算書119 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金精算書120 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金精算書121 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金精算書122 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金精算書123 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金精算書124 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金精算書125 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金精算書126 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金精算書127 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金精算書128 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金精算書129 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
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2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金精算書130 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金精算書131 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金精算書132 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金精算書133 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金精算書134 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金精算書135 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金精算書136 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金精算書137 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金精算書138 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金精算書139 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金精算書140 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金精算書141 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金精算書142 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金精算書143 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅行命令伺1 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅行命令伺2 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅行命令伺3 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費精算書 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費精算請求書 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 支払（外勤交通費）1 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 支払（外勤交通費）2 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 支払（外勤交通費）3 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 支払（外勤交通費）4 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 支払（外勤交通費）5 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 支払（外勤交通費）6 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 支払（外勤交通費）7 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 支払（外勤交通費）8 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 支払（外勤交通費）9 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 支払（外勤交通費）10 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 支払（外勤交通費）11 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 支払（外勤交通費）12 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 支払（外勤交通費）13 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 支払（外勤交通費）14 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 支払（外勤交通費）15 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 支払（外勤交通費）16 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 支払（外勤交通費）17 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 支払（外勤交通費）18 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 支払（外勤交通費）19 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 支払（外勤交通費）20 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 支払（外勤交通費）21 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 支払（外勤交通費）22 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費1 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費2 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費3 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費4 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費5 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費6 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費7 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費8 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費9 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費10 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費11 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費12 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費13 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費14 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費15 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費16 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費17 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費18 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費19 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費20 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費21 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費22 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費23 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費24 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費25 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 25周年募金 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 外部資金管理ファイル（科研費） 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 科研費受入・支出伝票 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
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2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 預り寄附金1 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 預り寄附金2 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 預り寄附金3 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 預り寄附金4 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 預り寄附金5 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 預り寄附金（23-18）① 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 預り寄附金（23-18）② 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 科研1 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 科研2 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 科研3 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 科研4 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 科研5 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 科研6 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 科研7 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 科研8 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 科研9 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 科研10 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 科研11 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 科研基金1 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 科研基金2 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 受託研究費1 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 足立区大学提案区制80周年記念事業 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 総合研究大学院大学　専攻運営費1 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 総合研究大学院大学　専攻運営費2 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 先端研究助成基金1 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 厚生労働科学研究費補助金 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 イノベーション創出基礎的研究推進事業 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 係長起案伝票（雑件・特殊案件） 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 基金運用利息 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 資金移動伝票 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 庶務 旅行命令（依頼）伺等 復命書・出張計画・旅行命令伺 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 庶務 旅行命令（依頼）伺等 外勤交通費 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金支払済伝票1 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金支払済伝票2 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金精算（SC）1 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金精算（SC）2 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金精算（SC）3 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金精算（SC）4 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金精算（SC）5 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金精算 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅行命令伺1 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅行命令伺2 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅行命令伺3 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅行命令伺4 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 外勤交通費（南関東）1 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 外勤交通費（南関東）2 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 外勤交通費（南関東）3 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 外勤交通費（南関東）4 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 外勤交通費（南関東）5 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 外勤交通費（南関東）6 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 外勤交通費（南関東）7 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 外勤交通費（南関東）8 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 外勤交通費（南関東）9 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 外勤交通費（南関東）10 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 外勤交通費（本部）1　 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 外勤交通費（本部）2　 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 外勤交通費（本部）3　 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 外勤交通費（本部）4　 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 外勤交通費（本部）5　 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 外勤交通費（本部）6　 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 外勤交通費（本部）7　 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 外勤交通費（本部）8　 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 外勤交通費（本部）9　 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 外勤交通費（本部）10　 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 外勤交通費（本部）11　 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 外勤交通費（本部）12　 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 外勤交通費（本部）13　 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 外勤交通費（本部）14　 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 外勤交通費（本部）15　 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
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2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 外勤交通費（本部）16　 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 外勤交通費（本部）17　 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（南関東）1 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（南関東）2 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（南関東）3 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（南関東）4 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（本部）1 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（本部）2 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（本部）3 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（本部）4 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（本部）5 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（本部）6 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（本部）7 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（本部）8 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（本部）9 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（本部）10 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（本部）11 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（本部）12 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（本部）13 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（本部）14 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（本部）15 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（本部）16 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（本部）17 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（本部）18 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（本部）19 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（本部）20 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（本部）21 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（本部）22 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 仮払旅費（本部） 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 仮払旅費精算（本部） 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 預り寄附金① 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 預り寄附金② 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 預り寄附金③ 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 預り寄附金④ 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 預り寄附金⑤ 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 預り寄附金⑥ 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 預り寄附金⑦ 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 科研費受入・支出伝票① 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 科研費受入・支出伝票② 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 科研1 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 科研2 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 科研3 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 科研4 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 科研5 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 科研6 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 科研7 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 科研8 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 科研基金1 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 科研基金2 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 科研基金3 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 科研基金4 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 科研基金5 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 科研基金6 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 25周年募金 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 総合研究大学院大学専攻運営費① 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 総合研究大学院大学専攻運営費② 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 先端研究助成金 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 厚生労働科学研究補助金 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 がん研究開発費 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 省エネルギー革新技術開発事業 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 戦略的情報通信研究開発推進事業 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 児童関連サービス調査研究等事業 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 東日本大震災学術調査 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 人間中心プロセス適用支援技術の現場展開に向けた研究 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 係長起案伝票（雑件・特殊案件） 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 資金移動伝票 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 庶務 旅行命令（依頼）伺等 外勤交通費・旅行命令（依頼）伺等 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金支払済伝票1 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金精算1 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
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2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金精算2 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金精算3 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金精算4 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金精算5 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅行命令伺1 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅行命令伺2 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅行命令伺3 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅行命令伺4 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 外勤交通費（南関東）1 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 外勤交通費（南関東）2 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 外勤交通費（南関東）3 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 外勤交通費（南関東）4 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 外勤交通費（南関東）5 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 外勤交通費（南関東）6 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 外勤交通費（南関東）7 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 外勤交通費（南関東）8 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 外勤交通費（南関東）9 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 外勤交通費（南関東）10 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 外勤交通費（南関東）11 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 外勤交通費（南関東）12 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 外勤交通費（南関東）13 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 外勤交通費（本部）1　 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 外勤交通費（本部）2　 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 外勤交通費（本部）3　 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 外勤交通費（本部）4　 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 外勤交通費（本部）5　 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 外勤交通費（本部）6　 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 外勤交通費（本部）7　 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 外勤交通費（本部）8　 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 外勤交通費（本部）9　 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 外勤交通費（本部）10　 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 外勤交通費（本部）11　 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 外勤交通費（本部）12　 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（南関東）1 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（南関東）2 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（南関東）3 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（南関東）4 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（本部）1 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（本部）2 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（本部）3 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（本部）4 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（本部）5 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（本部）6 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（本部）7 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（本部）8 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（本部）9 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（本部）10 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（本部）11 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（本部）12 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（本部）13 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（本部）14 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（本部）15 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（本部）16 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（本部）17 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（本部）18 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（本部）19 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（本部）20 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（本部）21 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（本部）22 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 仮払旅費（本部） 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 仮払旅費精算（本部） 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 預り寄附金① 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 預り寄附金② 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 預り寄附金③ 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 預り寄附金④ 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 預り寄附金⑤ 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 科研費受入・支出伝票① 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 科研費受入・支出伝票② 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 科研1 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
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2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 科研2 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 科研3 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 科研4 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 科研5 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 科研6 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 科研基金1 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 科研基金2 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 科研基金3 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 科研基金4 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 科研基金5 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 総合研究大学院大学専攻運営費① 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 総合研究大学院大学専攻運営費② 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 先端研究助成金 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 がん研究開発費 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 省エネルギー革新技術開発事業 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 東日本大震災学術調査 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 循環器病の地域医療連携のモデル化に関する研究 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 人間中心プロセス適用支援技術の現場展開に向けた研究 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 二国間交流事業共同研究・セミナー 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 CNSI宇宙における生命研究 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 係長起案伝票（雑件・特殊案件） 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 資金移動伝票 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 基金運用利息 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 庶務 旅行命令（依頼）伺等 外勤交通費・旅行命令（依頼）伺等 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金（要求・精算）1 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金（要求・精算）2 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金（要求・精算）3 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金（要求・精算）4 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金（要求・精算）5 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金（要求・精算）6 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 外勤交通費（南関東）1 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 外勤交通費（南関東）2 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 外勤交通費（南関東）3 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 外勤交通費（南関東）4 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 外勤交通費（南関東）5 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 外勤交通費（南関東）6 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 外勤交通費（南関東）7 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 外勤交通費（南関東）8 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 外勤交通費（南関東）9 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 外勤交通費（南関東）10 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 外勤交通費（南関東）11 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 外勤交通費（本部）1　 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 外勤交通費（本部）2　 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 外勤交通費（本部）3　 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 外勤交通費（本部）4　 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 外勤交通費（本部）5　 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 外勤交通費（本部）6　 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 外勤交通費（本部）7　 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 外勤交通費（本部）8　 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 外勤交通費（本部）9　 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 外勤交通費（本部）10　 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 外勤交通費（本部）11　 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 外勤交通費（本部）12　 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（南関東）1 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（南関東）2 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（南関東）3 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（南関東）4 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（南関東）5 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（本部）1 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（本部）2 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（本部）3 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（本部）4 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（本部）5 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（本部）6 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（本部）7 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（本部）8 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（本部）9 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（本部）10 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（本部）11 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
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2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（本部）12 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（本部）13 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（本部）14 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（本部）15 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（本部）16 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（本部）17 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（本部）18 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（本部）19 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（本部）20 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（本部）21 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（本部）22 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（本部）23 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（本部）24 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（本部）25 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（本部）26 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（本部）27 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（本部）28 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（本部）29 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 預り寄附金① 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 預り寄附金② 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 預り寄附金③ 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 預り寄附金④ 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 預り寄附金⑤ 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 預り寄附金⑥ 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 預り寄附金⑦ 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 科研費受入・支出伝票① 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 科研費受入・支出伝票② 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 科研① 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 科研② 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 科研③ 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 科研④ 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 科研⑤ 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 科研⑥ 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 科研基金① 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 科研基金② 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 科研基金③ 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 科研基金④ 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 科研基金⑤ 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 科研基金⑥ 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 受託研究費受入・支出伝票 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 25周年募金 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 総合研究大学院大学専攻運営費 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 二国間交流事業共同研究・セミナー 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 係長起案伝票（雑件・特殊案件） 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 資金移動伝票 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 基金運用利息 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 庶務 旅行命令（依頼）伺等 外勤交通費・旅行命令（依頼）伺等 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金（要求・精算）1 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金（要求・精算）2 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金（要求・精算）3 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金（要求・精算）4 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 外勤交通費（南関東）1 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 外勤交通費（南関東）2 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 外勤交通費（南関東）3 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 外勤交通費（南関東）4 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 外勤交通費（南関東）5 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 外勤交通費（南関東）6 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 外勤交通費（南関東）7 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 外勤交通費（南関東）8 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 外勤交通費（南関東）9 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 外勤交通費（南関東）10 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 外勤交通費（南関東）11 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 外勤交通費（南関東）12 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 外勤交通費（本部）1 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 外勤交通費（本部）2 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 外勤交通費（本部）3 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 外勤交通費（本部）4 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 外勤交通費（本部）5 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 外勤交通費（本部）6 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
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2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 外勤交通費（本部）7 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 外勤交通費（本部）8 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 外勤交通費（本部）9 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 外勤交通費（本部）10 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 外勤交通費（本部）11 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 外勤交通費（本部）12 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（南関東）1 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（南関東）2 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（南関東）3 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（南関東）4 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（南関東）5 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（南関東）6 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（本部）1 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（本部）2 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（本部）3 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（本部）4 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（本部）5 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（本部）6 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（本部）7 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（本部）8 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（本部）9 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（本部）10 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（本部）11 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（本部）12 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（本部）13 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（本部）14 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（本部）15 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（本部）16 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（本部）17 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（本部）18 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（本部）19 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（本部）20 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（本部）21 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（本部）22 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（本部）23 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（本部）24 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（本部）25 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（本部）26 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（本部）27 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（本部）28 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（本部）29 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（本部）30 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（本部）31 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（本部）32 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（本部）33 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（本部）34 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 修正伝票（旅費・外勤） 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 預り寄附金① 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 預り寄附金② 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 預り寄附金③ 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 預り寄附金④ 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 預り寄附金⑤ 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 預り寄附金⑥ 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 預り寄附金⑦ 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 科研費受入・支出伝票① 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 科研費受入・支出伝票② 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 科研① 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 科研② 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 科研③ 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 科研④ 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 科研⑤ 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 科研基金① 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 科研基金② 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 科研基金③ 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 科研基金④ 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 科研基金⑤ 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 受託研究費受入・支出伝票 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 係長起案伝票（雑件・特殊案件） 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 資金移動伝票 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄



91/374

大分類 中分類
備考作成・取得年度等

文書分類
小分類 法人文書ファイル名 作成・取得者 起算日 保存期間

保存期間満了
時期

媒体の種別 保存場所 管理者 管理担当係等
保存期間満了時の

措置結果
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 基金運用利息 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 庶務 旅行命令（依頼）伺等 外勤交通費・旅行命令（依頼）伺等 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金（要求・精算）1 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金（要求・精算）2 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金（要求・精算）3 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金（要求・精算）4 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 外勤交通費（南関東）1 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 財務部会議室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 外勤交通費（南関東）2 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 財務部会議室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 外勤交通費（南関東）3 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 財務部会議室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 外勤交通費（南関東）4 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 財務部会議室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 外勤交通費（南関東）5 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 財務部会議室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 外勤交通費（南関東）6 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 財務部会議室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 外勤交通費（南関東）7 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 財務部会議室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 外勤交通費（南関東）8 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 財務部会議室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 外勤交通費（南関東）9 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 財務部会議室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 外勤交通費（南関東）10 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 財務部会議室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 外勤交通費（南関東）11 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 財務部会議室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 外勤交通費（本部）1　 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 財務部会議室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 外勤交通費（本部）2　 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 財務部会議室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 外勤交通費（本部）3　 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 財務部会議室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 外勤交通費（本部）4　 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 財務部会議室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 外勤交通費（本部）5　 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 財務部会議室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 外勤交通費（本部）6　 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 財務部会議室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 外勤交通費（本部）7　 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 財務部会議室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 外勤交通費（本部）8　 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 財務部会議室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 外勤交通費（本部）9　 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 財務部会議室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 外勤交通費（本部）10　 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 財務部会議室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 外勤交通費（本部）11　 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 財務部会議室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 外勤交通費（本部）12　 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 財務部会議室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（南関東）1 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 財務部会議室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（南関東）2 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 財務部会議室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（南関東）3 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 財務部会議室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（南関東）4 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 財務部会議室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（南関東）5 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 財務部会議室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（本部）1 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 財務部会議室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（本部）2 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 財務部会議室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（本部）3 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 財務部会議室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（本部）4 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 財務部会議室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（本部）5 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 財務部会議室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（本部）6 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 財務部会議室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（本部）7 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 財務部会議室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（本部）8 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 財務部会議室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（本部）9 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 財務部会議室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（本部）10 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 財務部会議室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（本部）11 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 財務部会議室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（本部）12 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 財務部会議室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（本部）13 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 財務部会議室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（本部）14 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 財務部会議室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（本部）15 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 財務部会議室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（本部）16 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 財務部会議室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（本部）17 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 財務部会議室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（本部）18 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 財務部会議室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（本部）19 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 財務部会議室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（本部）20 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 財務部会議室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（本部）21 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 財務部会議室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（本部）22 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 財務部会議室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（本部）23 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 財務部会議室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（本部）24 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 財務部会議室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（本部）25 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 財務部会議室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（本部）26 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 財務部会議室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（本部）27 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 財務部会議室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（本部）28 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 財務部会議室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（本部）29 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 財務部会議室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（本部）30 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 財務部会議室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（本部）31 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 財務部会議室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（本部）32 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 財務部会議室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（本部）33 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 財務部会議室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（本部）34 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 財務部会議室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（本部）35 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 財務部会議室 財務部経理課長 経理係 廃棄
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措置結果
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 修正伝票（旅費・外勤） 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 預り寄附金① 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 預り寄附金② 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 預り寄附金③ 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 預り寄附金④ 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 預り寄附金⑤ 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 受託研究費受入・支出伝票 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 科研費受入・支出伝票① 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 科研費受入・支出伝票② 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 係長起案伝票 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 資金移動伝票 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 基金運用利息 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 庶務 旅行命令（依頼）伺等 外勤交通費・旅行命令（依頼）伺等 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金（要求・精算）1 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金（要求・精算）2 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金（要求・精算）3 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金（要求・精算）4 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 外勤交通費（南関東）1 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 外勤交通費（南関東）2 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 外勤交通費（南関東）3 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 外勤交通費（南関東）4 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 外勤交通費（南関東）5 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 外勤交通費（南関東）6 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 外勤交通費（南関東）7 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 外勤交通費（南関東）8 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 外勤交通費（南関東）9 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 外勤交通費（南関東）10 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 外勤交通費（南関東）11 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 外勤交通費（南関東）12 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 外勤交通費（南関東）13 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 外勤交通費（本部）1 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 外勤交通費（本部）2 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 外勤交通費（本部）3 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 外勤交通費（本部）4 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 外勤交通費（本部）5 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 外勤交通費（本部）6 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 外勤交通費（本部）7 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 外勤交通費（本部）8 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 外勤交通費（本部）9 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 外勤交通費（本部）10 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（南関東）1 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（南関東）2 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（本部）1 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（本部）2 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（本部）3 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（本部）4 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（本部）5 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（本部）6 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（本部）7 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（本部）8 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（本部）9 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（本部）10 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（本部）11 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（本部）12 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（本部）13 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（本部）14 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（本部）15 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（本部）16 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（本部）17 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（本部）18 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（本部）19 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（本部）20 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（本部）21 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（本部）22 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（本部）23 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（本部）24 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（本部）25 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（本部）26 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（本部）27 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄



93/374

大分類 中分類
備考作成・取得年度等

文書分類
小分類 法人文書ファイル名 作成・取得者 起算日 保存期間

保存期間満了
時期

媒体の種別 保存場所 管理者 管理担当係等
保存期間満了時の

措置結果
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（本部）28 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（本部）29 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 外勤ICカード 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 修正伝票（旅費・外勤） 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 預り寄附金⑥ 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 科研① 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 科研② 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 科研③ 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 科研④ 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 科研⑤ 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 科研⑥ 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 科研基金① 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 科研基金② 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 科研基金③ 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 科研基金④ 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 科研基金⑤ 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 科研基金⑥ 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 科研基金⑦ 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 科研基金⑧ 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 外勤交通費（南関東） 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 外勤交通費（本部）　 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（南関東） 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（本部） 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 預り寄附金① 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 預り寄附金② 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 預り寄附金③ 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 預り寄附金④ 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 預り寄附金⑤ 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 預り寄附金（振替分） 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 受託研究費受入・支出伝票 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 科研費受入・支出伝票① 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 科研費受入・支出伝票② 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 係長起案伝票 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 資金移動伝票 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 基金運用利息 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 受託研究費受入・支出伝票 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 科研費受入・支出伝票① 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 科研費受入・支出伝票② 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 係長起案伝票 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 資金移動伝票 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 基金運用利息 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 庶務 旅行命令（依頼）伺等 外勤交通費・旅行命令（依頼）伺等 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金（要求・精算）1 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金（要求・精算）2 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金（要求・精算）3 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金（要求・精算）4 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金（要求・精算）5 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金（要求・精算）6 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 前渡資金（要求・精算）7 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 外勤交通費（南関東）1 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 外勤交通費（南関東）2 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 外勤交通費（南関東）3 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 外勤交通費（南関東）4 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 外勤交通費（南関東）5 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 外勤交通費（南関東）6 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 外勤交通費（南関東）7 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 外勤交通費（南関東）8 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 外勤交通費（南関東）9 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 外勤交通費（南関東）10 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 外勤交通費（南関東）11 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 外勤交通費（南関東）12 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 外勤交通費（南関東）13 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 外勤交通費（南関東）14 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 外勤交通費（南関東）15 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 外勤交通費（本部）1 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 外勤交通費（本部）2 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 外勤交通費（本部）3 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 外勤交通費（本部）4 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 外勤交通費（本部）5 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
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2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 外勤交通費（本部）6 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 外勤交通費（本部）7　 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 外勤交通費（本部）8 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 外勤交通費（本部）9 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 外勤交通費（本部）10 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 外勤交通費（本部）11 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 外勤交通費（本部）12　 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 外勤交通費（本部）13 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 外勤交通費（本部）14 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 外勤交通費（本部）15 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（南関東）1 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（南関東）2 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（南関東）3 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（本部）1 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（本部）2 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（本部）3 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（本部）4 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（本部）5 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（本部）6 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（本部）7 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（本部）8 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（本部）9 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（本部）10 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（本部）11 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（本部）12 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（本部）13 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（本部）14 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（本部）15 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（本部）16 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（本部）17 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（本部）18 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（本部）19 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（本部）20 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（本部）21 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（本部）22 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（本部）23 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（本部）24 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（本部）25 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（本部）26 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（本部）27 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（本部）28 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（本部）29 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（本部）30 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（本部）31 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（本部）32 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（本部）33 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（本部）34 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 旅費（本部）35 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 外勤ICカード 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 修正伝票（旅費・外勤） 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 科研① 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 科研② 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 科研③ 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 科研④ 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 科研⑤ 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 科研⑥ 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 科研⑦ 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 科研基金① 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 科研基金② 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 科研基金③ 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 科研基金④ 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 科研１ 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 科研２ 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 科研３ 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 科研４ 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 科研５ 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 科研６ 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 科研７ 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 科研８ 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
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2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 科研９ 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 科研１０ 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 科研１１ 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 科研１２ 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 科研基金１ 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 科研基金２ 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 科研基金３ 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 科研基金４ 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 科研基金５ 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 科研基金６ 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 科研基金７ 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 科研基金８ 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 科研基金９ 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 科研基金１０ 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 科研基金１１ 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 科研基金１２ 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 預り寄附金1 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 預り寄附金2 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 預り寄附金3 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 預り寄附金4 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 預り寄附金5 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 収入 収入伝票等 収入伝票　本口座収入（土地・建物）　１ 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 収入 収入伝票等 収入伝票　本口座収入（土地・建物）　２ 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 収入 収入伝票等 収入伝票　本口座収入（土地・建物）　３ 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 収入 収入伝票等 収入伝票　本口座収入（土地・建物）　４ 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 収入 収入伝票等 収入伝票　本口座収入（版権） 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 収入 収入伝票等 収入伝票　本口座収入（手数料収入　外）　１ 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 収入 収入伝票等 収入伝票　本口座収入（手数料収入　外）　２ 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 収入 収入伝票等 収入伝票　本部預金 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 収入 収入伝票等 収入伝票　本部現金　１ 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 収入 収入伝票等 収入伝票　本部現金　２ 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 収入 収入伝票等 収入伝票　授業料等学費　１ 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 収入 収入伝票等 収入伝票　授業料等学費　２ 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 収入 収入伝票等 収入伝票　有価証券・金銭信託 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 収入 収入伝票等 収入伝票　センター収入　１ 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 収入 収入伝票等 収入伝票　センター収入（資金集中含む）　２ 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 収入 収入伝票等 収入伝票　センター収入　３ 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 収入 収入伝票等 収入伝票　センター収入　４ 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 収入 収入伝票等 収入伝票　現金払込仕訳書（学習センター） 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 収入 収入伝票等 残高証明書 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 収入 収入伝票等 学費未消込入金リスト１ 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 収入 収入伝票等 学費未消込入金リスト２ 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 収入 収入伝票等 学費未消込入金リスト３ 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 収入 収入伝票等 領収済証明書発行　授業料等　１ 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 収入 収入伝票等 領収済証明書発行　授業料等　２ 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 収入 収入伝票等 ゆうちょ銀行　振替受払通知票（学費） 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 支払伝票　学費返還（原課からの案件）１ 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 支払伝票　学費返還（原課からの案件）２ 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 支払伝票　学費返還（原課からの案件）３ 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 支払伝票　学費返還（期限後入金・誤入金） 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 支払伝票（学費返還除く）　１ 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 支払伝票（学費返還除く）　２ 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 支払伝票（学費返還除く）　３ 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2019 財務部経理課 支出 支払伝票等 印刷教材販売手数料 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 収入 収入伝票等 収入伝票　本口座収入（土地・建物）１ 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 収入 収入伝票等 収入伝票　本口座収入（土地・建物）２ 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 収入 収入伝票等 収入伝票　本口座収入（版権） 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 収入 収入伝票等 収入伝票　本口座収入（手数料収入　外） 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 収入 収入伝票等 収入伝票　本部預金 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 収入 収入伝票等 収入伝票　本部現金　１ 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 収入 収入伝票等 収入伝票　授業料等学費　１ 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 収入 収入伝票等 収入伝票　授業料等学費　２ 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 収入 収入伝票等 収入伝票　有価証券・金銭信託 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 収入 収入伝票等 収入伝票　センター収入　１ 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 収入 収入伝票等 収入伝票　センター収入（資金集中含む）　２ 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 収入 収入伝票等 収入伝票　センター収入　３ 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 収入 収入伝票等 収入伝票　センター収入　４ 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 収入 収入伝票等 収入伝票　センター収入　５ 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 収入 収入伝票等 収入伝票　現金払込仕訳書（学習センター） 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
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2018 財務部経理課 収入 収入伝票等 残高証明書 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 収入 収入伝票等 学費未消込入金リスト１ 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 収入 収入伝票等 学費未消込入金リスト２ 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 収入 収入伝票等 学費未消込入金リスト３ 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 収入 収入伝票等 学費未消込入金リスト４ 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 収入 収入伝票等 領収済証明書発行　授業料等　１ 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 収入 収入伝票等 領収済証明書発行　授業料等　２ 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 収入 収入伝票等 ゆうちょ銀行　振替受払通知票（学費）１ 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 支払伝票　学費返還（原課からの案件）１ 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 支払伝票　学費返還（原課からの案件）２ 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 支払伝票　学費返還（原課からの案件）３ 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 支払伝票　学費返還（原課からの案件）４ 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 支払伝票　学費返還（原課からの案件）５ 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 支払伝票　学費返還（原課からの案件）６ 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 支払伝票　学費返還（期限後入金・誤入金） 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 支払伝票（学費返還除く）　１ 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 支払伝票（学費返還除く）　２ 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支出 支払伝票等 印刷教材販売手数料 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 収入 収入伝票等 収入伝票　本口座収入（土地・建物）１ 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 収入 収入伝票等 収入伝票　本口座収入（土地・建物）２ 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 収入 収入伝票等 収入伝票　本口座収入（版権） 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 収入 収入伝票等 収入伝票　本口座収入（手数料収入　外） 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 収入 収入伝票等 収入伝票　本部預金 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 収入 収入伝票等 収入伝票　本部現金　１ 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 収入 収入伝票等 収入伝票　本部現金　２ 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 収入 収入伝票等 収入伝票　授業料等学費　１ 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 収入 収入伝票等 収入伝票　授業料等学費　２ 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 収入 収入伝票等 収入伝票　有価証券・金銭信託 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 収入 収入伝票等 収入伝票　センター収入　１ 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 収入 収入伝票等 収入伝票　センター収入（資金集中含む）　２ 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 収入 収入伝票等 収入伝票　センター収入　３ 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 収入 収入伝票等 収入伝票　センター収入　４ 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 収入 収入伝票等 現金払込仕訳書 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 収入 収入伝票等 収入伝票　現金払込仕訳書 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 収入 収入伝票等 有価証券・金銭信託取引残高報告書 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 収入 収入伝票等 学費未消込入金リスト１ 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 収入 収入伝票等 学費未消込入金リスト２ 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 収入 収入伝票等 領収済証明書発行　授業料等 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 収入 収入伝票等 ゆうちょ銀行　振替受払通知票（学費）　１ 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 収入 収入伝票等 ゆうちょ銀行　振替受払通知票（学費）　２ 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 支払伝票　学費返還（原課からの案件）１ 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 支払伝票　学費返還（原課からの案件）２ 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 支払伝票　学費返還（期限後入金・誤入金） 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 支払伝票（学費返還除く）　１ 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 支払伝票（学費返還除く）　２ 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支出 支払伝票等 印刷教材販売手数料 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 収入 収入伝票等 収入伝票　本口座収入（土地・建物）１ 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 収入 収入伝票等 収入伝票　本口座収入（土地・建物）２ 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 収入 収入伝票等 収入伝票　本口座収入（版権） 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 収入 収入伝票等 収入伝票　本口座収入（手数料収入　外） 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 収入 収入伝票等 収入伝票　本部預金 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 収入 収入伝票等 収入伝票　本部現金　１ 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 収入 収入伝票等 収入伝票　本部現金　２ 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 収入 収入伝票等 収入伝票　授業料等学費　１ 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 収入 収入伝票等 収入伝票　授業料等学費　２ 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 収入 収入伝票等 収入伝票　有価証券・金銭信託 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 収入 収入伝票等 収入伝票　センター収入　１ 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 収入 収入伝票等 収入伝票　センター収入（資金集中含む）　２ 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 収入 収入伝票等 収入伝票　センター収入　３ 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 収入 収入伝票等 収入伝票　センター収入　４ 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 収入 収入伝票等 現金払込仕訳書 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 収入 収入伝票等 収入伝票　現金払込仕訳書 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 収入 収入伝票等 有価証券・金銭信託取引残高報告書 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 収入 収入伝票等 学費未消込入金リスト１ 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 収入 収入伝票等 学費未消込入金リスト２ 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 収入 収入伝票等 領収済証明書発行　授業料等 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 収入 収入伝票等 ゆうちょ銀行　振替受払通知票（学費）　１ 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 収入 収入伝票等 ゆうちょ銀行　振替受払通知票（学費）　２ 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 支払伝票　学費返還（原課からの案件）１ 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
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2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 支払伝票　学費返還（原課からの案件）２ 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 支払伝票　学費返還（期限後入金・誤入金） 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 支払伝票（学費返還除く）　１ 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 支払伝票（学費返還除く）　２ 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支出 支払伝票等 印刷教材販売手数料 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 収入 収入伝票等 収入伝票　本口座収入（土地・建物）１ 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 収入 収入伝票等 収入伝票　本口座収入（土地・建物）２ 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 収入 収入伝票等 収入伝票　本口座収入（版権） 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 収入 収入伝票等 収入伝票　本口座収入（手数料収入　外） 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 収入 収入伝票等 収入伝票　本部預金 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 収入 収入伝票等 収入伝票　本部現金　１ 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 収入 収入伝票等 収入伝票　本部現金　２ 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 収入 収入伝票等 収入伝票　授業料等学費　１ 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 収入 収入伝票等 収入伝票　授業料等学費　２ 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 収入 収入伝票等 収入伝票　有価証券・金銭信託 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 収入 収入伝票等 収入伝票　センター収入　１ 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 収入 収入伝票等 収入伝票　センター収入（資金集中含む）　２ 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 収入 収入伝票等 収入伝票　センター収入　３ 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 収入 収入伝票等 収入伝票　センター収入　４ 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 収入 収入伝票等 現金払込仕訳書 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 収入 収入伝票等 収入伝票　現金払込仕訳書 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 収入 収入伝票等 有価証券・金銭信託取引残高報告書 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 収入 収入伝票等 学費未消込入金リスト１ 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 収入 収入伝票等 学費未消込入金リスト２ 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 収入 収入伝票等 領収済証明書発行　授業料等 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 収入 収入伝票等 ゆうちょ銀行　振替受払通知票（学費）　１ 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 収入 収入伝票等 ゆうちょ銀行　振替受払通知票（学費）　２ 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 支払伝票　学費返還（原課からの案件）１ 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 支払伝票　学費返還（原課からの案件）２ 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 支払伝票　学費返還（期限後入金・誤入金） 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 支払伝票（学費返還除く）　１ 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 支払伝票（学費返還除く）　２ 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支出 支払伝票等 印刷教材販売手数料 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 収入 収入伝票等 収入伝票　本口座収入（土地・建物）１ 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 収入 収入伝票等 収入伝票　本口座収入（土地・建物）２ 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 収入 収入伝票等 収入伝票　本口座収入（版権） 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 収入 収入伝票等 収入伝票　本口座収入（手数料収入　外） 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 収入 収入伝票等 収入伝票　本部預金 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 収入 収入伝票等 収入伝票　本部現金　１ 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 収入 収入伝票等 収入伝票　本部現金　２ 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 収入 収入伝票等 収入伝票　授業料等学費　１ 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 収入 収入伝票等 収入伝票　授業料等学費　２ 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 収入 収入伝票等 収入伝票　有価証券・金銭信託 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 収入 収入伝票等 収入伝票　センター収入　１ 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 収入 収入伝票等 収入伝票　センター収入（資金集中含む）　２ 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 収入 収入伝票等 収入伝票　センター収入　３ 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 収入 収入伝票等 収入伝票　センター収入　４ 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 収入 収入伝票等 現金払込仕訳書 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 収入 収入伝票等 収入伝票　現金払込仕訳書 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 収入 収入伝票等 有価証券・金銭信託取引残高報告書 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 収入 収入伝票等 学費未消込入金リスト１ 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 収入 収入伝票等 学費未消込入金リスト２ 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 収入 収入伝票等 領収済証明書発行　授業料等 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 収入 収入伝票等 ゆうちょ銀行　振替受払通知票（学費）　１ 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 収入 収入伝票等 ゆうちょ銀行　振替受払通知票（学費）　２ 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 支払伝票　学費返還（原課からの案件）１ 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 支払伝票　学費返還（原課からの案件）２ 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 支払伝票　学費返還（期限後入金・誤入金） 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 支払伝票（学費返還除く）　１ 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 支払伝票（学費返還除く）　２ 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 印刷教材販売手数料 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 収入 収入伝票等 収入伝票　本口座収入（土地・建物）１ 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 収入 収入伝票等 収入伝票　本口座収入（土地・建物）２ 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 収入 収入伝票等 収入伝票　本口座収入（版権） 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 収入 収入伝票等 収入伝票　本口座収入（手数料収入　外） 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 収入 収入伝票等 収入伝票　本部預金 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 収入 収入伝票等 収入伝票　本部現金　１ 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 収入 収入伝票等 収入伝票　本部現金　２ 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 収入 収入伝票等 収入伝票　授業料等学費　１ 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
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措置結果
2013 財務部経理課 収入 収入伝票等 収入伝票　授業料等学費　２ 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 収入 収入伝票等 収入伝票　有価証券・金銭信託 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 収入 収入伝票等 収入伝票　センター収入　１ 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 収入 収入伝票等 収入伝票　センター収入（資金集中含む）　２ 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 収入 収入伝票等 収入伝票　センター収入　３ 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 収入 収入伝票等 収入伝票　センター収入　４ 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 収入 収入伝票等 現金払込仕訳書 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 収入 収入伝票等 収入伝票　現金払込仕訳書 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 収入 収入伝票等 有価証券・金銭信託取引残高報告書 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 収入 収入伝票等 学費未消込入金リスト１ 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 収入 収入伝票等 学費未消込入金リスト２ 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 収入 収入伝票等 領収済証明書発行　授業料等 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 収入 収入伝票等 ゆうちょ銀行　振替受払通知票（学費）　１ 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 収入 収入伝票等 ゆうちょ銀行　振替受払通知票（学費）　２ 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 支払伝票　学費返還（原課からの案件）１ 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 支払伝票　学費返還（原課からの案件）２ 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 支払伝票　学費返還（期限後入金・誤入金） 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 支払伝票（学費返還除く）　１ 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 支払伝票（学費返還除く）　２ 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 印刷教材販売手数料 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 収入 収入伝票等 収入伝票　本口座収入（土地・建物）１ 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 収入 収入伝票等 収入伝票　本口座収入（土地・建物）２ 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 収入 収入伝票等 収入伝票　本口座収入（版権） 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 収入 収入伝票等 収入伝票　本口座収入（手数料収入　外） 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 収入 収入伝票等 収入伝票　本部預金 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 収入 収入伝票等 収入伝票　本部現金　１ 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 収入 収入伝票等 収入伝票　本部現金　２ 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 収入 収入伝票等 収入伝票　授業料等学費　１ 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 収入 収入伝票等 収入伝票　授業料等学費　２ 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 収入 収入伝票等 収入伝票　有価証券・金銭信託 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 収入 収入伝票等 収入伝票　センター収入　１ 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 収入 収入伝票等 収入伝票　センター収入（資金集中含む）　２ 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 収入 収入伝票等 収入伝票　センター収入　３ 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 収入 収入伝票等 収入伝票　センター収入　４ 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 収入 収入伝票等 現金払込仕訳書 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 収入 収入伝票等 収入伝票　現金払込仕訳書 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 収入 収入伝票等 有価証券・金銭信託取引残高報告書 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 収入 収入伝票等 学費未消込入金リスト１ 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 収入 収入伝票等 学費未消込入金リスト２ 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 収入 収入伝票等 領収済証明書発行　授業料等 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 収入 収入伝票等 ゆうちょ銀行　振替受払通知票（学費）　１ 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 収入 収入伝票等 ゆうちょ銀行　振替受払通知票（学費）　２ 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 支払伝票　学費返還（原課からの案件）１ 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 支払伝票　学費返還（原課からの案件）２ 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 支払伝票　学費返還（期限後入金・誤入金） 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 支払伝票（学費返還除く）　１ 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 支払伝票（学費返還除く）　２ 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支出 支払伝票等 印刷教材販売手数料 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 収入 収入伝票等 収入伝票　本口座収入（土地・建物）１ 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 収入 収入伝票等 収入伝票　本口座収入（土地・建物）２ 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 収入 収入伝票等 収入伝票　本口座収入（版権） 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 収入 収入伝票等 収入伝票　本口座収入（手数料収入　外） 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 収入 収入伝票等 収入伝票　本部預金 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 収入 収入伝票等 収入伝票　本部現金　１ 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 収入 収入伝票等 収入伝票　本部現金　２ 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 収入 収入伝票等 収入伝票　授業料等学費　１ 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 収入 収入伝票等 収入伝票　授業料等学費　２ 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 収入 収入伝票等 収入伝票　有価証券・金銭信託 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 収入 収入伝票等 収入伝票　センター収入　１ 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 収入 収入伝票等 収入伝票　センター収入（資金集中含む）　２ 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 収入 収入伝票等 収入伝票　センター収入　３ 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 収入 収入伝票等 収入伝票　センター収入　４ 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 収入 収入伝票等 現金払込仕訳書 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 収入 収入伝票等 収入伝票　現金払込仕訳書 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 収入 収入伝票等 有価証券・金銭信託取引残高報告書 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 収入 収入伝票等 学費未消込入金リスト１ 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 収入 収入伝票等 学費未消込入金リスト２ 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 収入 収入伝票等 領収済証明書発行　授業料等 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 収入 収入伝票等 ゆうちょ銀行　振替受払通知票（学費）　１ 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
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2011 財務部経理課 収入 収入伝票等 ゆうちょ銀行　振替受払通知票（学費）　２ 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 支払伝票　学費返還（原課からの案件）１ 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 支払伝票　学費返還（原課からの案件）２ 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 支払伝票　学費返還（期限後入金・誤入金） 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 支払伝票（学費返還除く）　１ 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 支払伝票（学費返還除く）　２ 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支出 支払伝票等 印刷教材販売手数料 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 収入 収入伝票等 収入伝票　本口座収入（土地・建物）１ 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 収入 収入伝票等 収入伝票　本口座収入（土地・建物）２ 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 収入 収入伝票等 収入伝票　本口座収入（版権） 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 収入 収入伝票等 収入伝票　本口座収入（手数料収入　外） 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 収入 収入伝票等 収入伝票　本部預金 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 収入 収入伝票等 収入伝票　本部現金　１ 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 収入 収入伝票等 収入伝票　本部現金　２ 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 収入 収入伝票等 収入伝票　授業料等学費　１ 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 収入 収入伝票等 収入伝票　授業料等学費　２ 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 収入 収入伝票等 収入伝票　有価証券・金銭信託 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 収入 収入伝票等 収入伝票　センター収入　１ 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 収入 収入伝票等 収入伝票　センター収入（資金集中含む）　２ 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 収入 収入伝票等 収入伝票　センター収入　３ 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 収入 収入伝票等 収入伝票　センター収入　４ 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 収入 収入伝票等 現金払込仕訳書 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 収入 収入伝票等 収入伝票　現金払込仕訳書 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 収入 収入伝票等 有価証券・金銭信託取引残高報告書 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 収入 収入伝票等 学費未消込入金リスト１ 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 収入 収入伝票等 学費未消込入金リスト２ 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 収入 収入伝票等 領収済証明書発行　授業料等 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 収入 収入伝票等 ゆうちょ銀行　振替受払通知票（学費）　１ 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 収入 収入伝票等 ゆうちょ銀行　振替受払通知票（学費）　２ 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 支払伝票　学費返還（原課からの案件）１ 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 支払伝票　学費返還（原課からの案件）２ 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 支払伝票　学費返還（期限後入金・誤入金） 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 支払伝票（学費返還除く）　１ 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 支払伝票（学費返還除く）　２ 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支出 支払伝票等 印刷教材販売手数料 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支出 支払伝票等 ２６　会計事務講習会 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支出 支払伝票等 ２５　会計事務要領講習会 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 会計関係 原議書綴 ２５　原議書綴 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 会計関係 原議書綴 ２６　原議書綴 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 会計関係 原議書綴 ２７　原議書綴 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 会計関係 原議書綴 ２８　原議書綴 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 会計関係 原議書綴 ２９　原議書綴 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支払 支払伝票等 【謝金賃金】2・3月支払 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支払 支払伝票等 【謝金賃金】2月支払 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支払 支払伝票等 【謝金賃金】3月支払 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支払 支払伝票等 4月分給与 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支払 支払伝票等 5月分給与 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支払 支払伝票等 6月分給与 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支払 支払伝票等 7月分給与 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支払 支払伝票等 8月分給与 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支払 支払伝票等 9月分給与 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支払 支払伝票等 10月分給与 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支払 支払伝票等 11月分給与 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支払 支払伝票等 12・1月分給与 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支払 支払伝票等 2・3月分給与 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支払 支払伝票等 源泉所得税 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支払 支払伝票等 ICT 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支払 支払伝票等 ICT② 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支払 支払伝票等 SC① 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支払 支払伝票等 SC② 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支払 支払伝票等 SC③ 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支払 支払伝票等 学生課 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支払 支払伝票等 学生課② 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支払 支払伝票等 企画管理課 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支払 支払伝票等 共済 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支払 支払伝票等 共済② 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支払 支払伝票等 教務課 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支払 支払伝票等 広報課 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支払 支払伝票等 産業医・看護師・学校医 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
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2010 財務部経理課 支払 支払伝票等 出演料 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支払 支払伝票等 出演料② 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支払 支払伝票等 出演料③ 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支払 支払伝票等 出演料④ 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支払 支払伝票等 総合戦略企画室・財務課・経理課・連携教育課 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支払 支払伝票等 総合戦略企画室・財務課・経理課・連携教育課② 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支払 支払伝票等 総務課 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支払 支払伝票等 単位認定試験　1 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支払 支払伝票等 単位認定試験　2 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支払 支払伝票等 単位認定試験① 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支払 支払伝票等 単位認定試験② 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支払 支払伝票等 単位認定試験③ 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支払 支払伝票等 著作物 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支払 支払伝票等 非常勤教員支払実績表 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支払 支払伝票等 非常勤教員支払調書 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支払 支払伝票等 振替 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支払 支払伝票等 振替② 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 支払 支払伝票等 返金 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 会計関係 法定調書 法定調書・源泉徴収票　関係書類 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支払 支払伝票等 4月給与 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支払 支払伝票等 5月給与 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支払 支払伝票等 6月給与 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支払 支払伝票等 7月給与 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支払 支払伝票等 8月給与 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支払 支払伝票等 9・10月給与 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支払 支払伝票等 11月給与 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支払 支払伝票等 12月給与 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支払 支払伝票等 1月給与 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支払 支払伝票等 2月給与 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支払 支払伝票等 3月給与 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支払 支払伝票等 源泉所得税 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支払 支払伝票等 謝金　1 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支払 支払伝票等 謝金　2 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支払 支払伝票等 謝金　3 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支払 支払伝票等 謝金　4 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支払 支払伝票等 謝金　5 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支払 支払伝票等 謝金　6 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支払 支払伝票等 謝金　7 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支払 支払伝票等 謝金　8 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支払 支払伝票等 謝金　9 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支払 支払伝票等 謝金　10 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支払 支払伝票等 謝金　11 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支払 支払伝票等 謝金　12 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支払 支払伝票等 謝金　13 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支払 支払伝票等 謝金　14 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支払 支払伝票等 その他　1 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支払 支払伝票等 その他　2 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支払 支払伝票等 単位認定試験　1 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支払 支払伝票等 単位認定試験　2 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支払 支払伝票等 単位認定試験（2学期分）　① 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支払 支払伝票等 単位認定試験（2学期分）　② 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支払 支払伝票等 非常勤教員支払実績表 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 支払 支払伝票等 非常勤教員支払調書 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2011 財務部経理課 会計関係 法定調書 法定調書・源泉徴収票　関係書類 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支払 支払伝票等 4月給与 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支払 支払伝票等 5月給与 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支払 支払伝票等 6月給与 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支払 支払伝票等 7月給与 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支払 支払伝票等 8月給与 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支払 支払伝票等 9月給与 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支払 支払伝票等 10月給与 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支払 支払伝票等 11月給与 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支払 支払伝票等 12月給与 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支払 支払伝票等 1月給与 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支払 支払伝票等 2月給与 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支払 支払伝票等 3月給与 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支払 支払伝票等 外部資金（給与・謝金等） 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支払 支払伝票等 外部資金2（給与・謝金等） 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支払 支払伝票等 外部資金3（給与・謝金等） 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
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2012 財務部経理課 支払 支払伝票等 外部資金4（給与・謝金等） 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支払 支払伝票等 共済 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支払 支払伝票等 業者負担光熱水料金1 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支払 支払伝票等 業者負担光熱水料金2 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支払 支払伝票等 業者負担光熱水料金3 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支払 支払伝票等 源泉所得税 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支払 支払伝票等 謝金　1 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支払 支払伝票等 謝金　2 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支払 支払伝票等 謝金　3 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支払 支払伝票等 謝金　4 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支払 支払伝票等 謝金　5 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支払 支払伝票等 謝金　6 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支払 支払伝票等 謝金　7 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支払 支払伝票等 謝金　8 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支払 支払伝票等 謝金　9 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支払 支払伝票等 謝金　10 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支払 支払伝票等 謝金　11 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支払 支払伝票等 謝金　12 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支払 支払伝票等 謝金　13 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支払 支払伝票等 謝金　14 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支払 支払伝票等 謝金　15 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支払 支払伝票等 謝金　16 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支払 支払伝票等 謝金　17 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支払 支払伝票等 謝金　18 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支払 支払伝票等 単位認定試験（1学期分）1 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支払 支払伝票等 単位認定試験（1学期分）2 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支払 支払伝票等 単位認定試験（1学期分）3 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支払 支払伝票等 単位認定試験（2学期分）1 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 支払 支払伝票等 単位認定試験（2学期分）2 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 会計関係 法定調書 法定調書・源泉徴収票　関係書類 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2012 財務部経理課 給与 源泉徴収票 平成24年　源泉徴収票（役職員給与を除く） 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 電磁的記録 人事給与システム 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支払 支払伝票等 4月給与 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支払 支払伝票等 5月給与 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支払 支払伝票等 6月給与 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支払 支払伝票等 7月給与 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支払 支払伝票等 8月給与 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支払 支払伝票等 9月給与 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支払 支払伝票等 10月給与 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支払 支払伝票等 11月給与 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支払 支払伝票等 12月給与 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支払 支払伝票等 1月給与 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支払 支払伝票等 2月給与 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支払 支払伝票等 3月給与 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支払 支払伝票等 外部資金（給与） 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支払 支払伝票等 外部資金（謝金等）1 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支払 支払伝票等 共済 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支払 支払伝票等 業者負担光熱水料金　1 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支払 支払伝票等 業者負担光熱水料金　2 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支払 支払伝票等 業者負担光熱水料金　3 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支払 支払伝票等 源泉所得税 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支払 支払伝票等 謝金　1 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支払 支払伝票等 謝金　2 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支払 支払伝票等 謝金　3 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支払 支払伝票等 謝金　4 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支払 支払伝票等 謝金　5 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支払 支払伝票等 謝金　6 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支払 支払伝票等 謝金　7 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支払 支払伝票等 謝金　8 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支払 支払伝票等 謝金　9 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支払 支払伝票等 謝金　10 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支払 支払伝票等 謝金　11 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支払 支払伝票等 謝金　12 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支払 支払伝票等 謝金　13 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支払 支払伝票等 謝金　14 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支払 支払伝票等 謝金　15 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支払 支払伝票等 謝金　16 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支払 支払伝票等 謝金　17 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支払 支払伝票等 謝金　18 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支払 支払伝票等 謝金　19 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
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2013 財務部経理課 支払 支払伝票等 謝金　20 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支払 支払伝票等 その他（謝金） 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支払 支払伝票等 単位認定試験（1学期分）1 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支払 支払伝票等 単位認定試験（1学期分）2 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支払 支払伝票等 単位認定試験（1学期分）3 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支払 支払伝票等 単位認定試験（2学期分）1 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支払 支払伝票等 単位認定試験（2学期分）2 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支払 支払伝票等 単位認定試験（2学期分）3 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支払 支払伝票等 給与（17日支給）　1 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支払 支払伝票等 給与（17日支給）　2 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 支払 支払伝票等 給与（25日支給） 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 会計関係 法定調書 法定調書・源泉徴収票　関係書類 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 会計関係 原議書綴 給与・謝金関係　原議書綴 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2013 財務部経理課 給与 源泉徴収票 平成25年　源泉徴収票（役職員給与を除く） 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 電磁的記録 人事給与システム 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支払 支払伝票等 4月給与 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支払 支払伝票等 5月給与 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支払 支払伝票等 6月給与 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支払 支払伝票等 7月給与 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支払 支払伝票等 8月給与 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支払 支払伝票等 9月給与 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支払 支払伝票等 10月給与 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支払 支払伝票等 11月給与 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支払 支払伝票等 12月給与 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支払 支払伝票等 1月給与 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支払 支払伝票等 2月給与 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支払 支払伝票等 3月給与 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支払 支払伝票等 給与（外部資金） 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支払 支払伝票等 給与（返納・退職手当・労働保険料等） 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支払 支払伝票等 共済 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支払 支払伝票等 業者負担光熱水料金　1 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支払 支払伝票等 業者負担光熱水料金　2 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支払 支払伝票等 業者負担光熱水料金　3 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支払 支払伝票等 源泉所得税・消費税 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支払 支払伝票等 個人事業主に対する報酬・料金（請求書＆用度案件） 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支払 支払伝票等 私費負担電報代等 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支払 支払伝票等 謝金　1 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支払 支払伝票等 謝金　2 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支払 支払伝票等 謝金　3 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支払 支払伝票等 謝金　4 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支払 支払伝票等 謝金　5 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支払 支払伝票等 謝金　6 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支払 支払伝票等 謝金　7 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支払 支払伝票等 謝金　8 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支払 支払伝票等 謝金　9 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支払 支払伝票等 謝金　10 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支払 支払伝票等 謝金　11 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支払 支払伝票等 謝金　12 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支払 支払伝票等 謝金　13 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支払 支払伝票等 謝金　14 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支払 支払伝票等 謝金　15 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支払 支払伝票等 謝金　16 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支払 支払伝票等 謝金　17 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支払 支払伝票等 謝金　18 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支払 支払伝票等 謝金　19 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支払 支払伝票等 謝金　20 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支払 支払伝票等 謝金（外国送金） 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支払 支払伝票等 謝金（外部資金）科研費 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支払 支払伝票等 謝金（外部資金）科研費以外 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支払 支払伝票等 単位認定試験（1学期分）1 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支払 支払伝票等 単位認定試験（1学期分）2 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支払 支払伝票等 単位認定試験（1学期分）3 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支払 支払伝票等 単位認定試験（1学期分）4 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支払 支払伝票等 単位認定試験（2学期分）1 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支払 支払伝票等 単位認定試験（2学期分）2 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支払 支払伝票等 単位認定試験（2学期分）3 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支払 支払伝票等 単位認定試験（2学期分）4 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 会計関係 法定調書 法定調書・源泉徴収票　関係書類 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 会計関係 原議書綴 給与・謝金関係　原議書綴 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支払 支払伝票等 給与（17日支給）　1 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
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措置結果
2014 財務部経理課 支払 支払伝票等 給与（17日支給）　2 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 支払 支払伝票等 給与（25日支給） 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2014 財務部経理課 給与 源泉徴収票 平成26年　源泉徴収票（役職員給与を除く） 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 電磁的記録 人事給与システム 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支払 支払伝票等 謝金　1 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支払 支払伝票等 謝金　2 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支払 支払伝票等 謝金　3 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支払 支払伝票等 謝金　4 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支払 支払伝票等 謝金　5 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支払 支払伝票等 謝金　6 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支払 支払伝票等 謝金　7 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支払 支払伝票等 謝金　8 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支払 支払伝票等 謝金　9 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支払 支払伝票等 謝金　10 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支払 支払伝票等 謝金　11 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支払 支払伝票等 謝金　12 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支払 支払伝票等 謝金　13 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支払 支払伝票等 謝金　14 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支払 支払伝票等 謝金　15 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支払 支払伝票等 謝金　16 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支払 支払伝票等 謝金　17 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支払 支払伝票等 謝金　18 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支払 支払伝票等 謝金　19 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支払 支払伝票等 謝金　20 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支払 支払伝票等 謝金（外部資金）　科研費・科研基金 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支払 支払伝票等 謝金（外部資金）　科研費以外 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支払 支払伝票等 個人事業主に対する報酬・料金 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支払 支払伝票等 単位認定試験（1学期分）　1 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支払 支払伝票等 単位認定試験（1学期分）　2 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支払 支払伝票等 単位認定試験（1学期分）　3 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支払 支払伝票等 単位認定試験（2学期分）　1 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支払 支払伝票等 単位認定試験（2学期分）　2 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支払 支払伝票等 業者負担光熱水料　1 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支払 支払伝票等 業者負担光熱水料　2 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支払 支払伝票等 業者負担光熱水料　3 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支払 支払伝票等 4月給与 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支払 支払伝票等 5月給与 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支払 支払伝票等 6月給与 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支払 支払伝票等 7月給与 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支払 支払伝票等 8月給与 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支払 支払伝票等 9月給与 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支払 支払伝票等 10月給与 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支払 支払伝票等 11月給与 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支払 支払伝票等 12月給与 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支払 支払伝票等 1月給与 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支払 支払伝票等 2月給与 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支払 支払伝票等 3月給与 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支払 支払伝票等 給与（外部資金） 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支払 支払伝票等 給与・謝金（返納・退職手当・労働保険料等） 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支払 支払伝票等 源泉所得税・消費税 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支払 支払伝票等 共済 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支払 支払伝票等 給与（17日支給） 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支払 支払伝票等 給与（25日支給） 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 支払 支払伝票等 謝金（外国送金） 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 会計関係 法定調書 法定調書・源泉徴収票　関係書類 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 給与 源泉徴収票 平成27年　源泉徴収票（役職員給与を除く） 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 電磁的記録 人事給与システム 財務部経理課長 経理係 廃棄
2015 財務部経理課 会計関係 原議書綴 給与・謝金関係　原議書綴 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支払 支払伝票等 謝金　1 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支払 支払伝票等 謝金　2 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支払 支払伝票等 謝金　3 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支払 支払伝票等 謝金　4 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支払 支払伝票等 謝金　5 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支払 支払伝票等 謝金　6 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支払 支払伝票等 謝金　7 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支払 支払伝票等 謝金　8 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支払 支払伝票等 謝金　9 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支払 支払伝票等 謝金　10 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支払 支払伝票等 謝金　11 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支払 支払伝票等 謝金　12 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支払 支払伝票等 謝金　13 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
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2016 財務部経理課 支払 支払伝票等 謝金　14 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支払 支払伝票等 謝金　15 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支払 支払伝票等 謝金　16 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支払 支払伝票等 謝金　17 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支払 支払伝票等 謝金　18 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支払 支払伝票等 謝金　19 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支払 支払伝票等 謝金　20 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支払 支払伝票等 謝金（外部資金）　科研費・科研基金 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支払 支払伝票等 謝金（外部資金）　科研費以外 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支払 支払伝票等 法人・個人事業主に対する報酬・料金 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支払 支払伝票等 単位認定試験（1学期分）　1 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支払 支払伝票等 単位認定試験（1学期分）　2 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支払 支払伝票等 単位認定試験（1学期分）　3 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支払 支払伝票等 単位認定試験（2学期分）　1 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支払 支払伝票等 単位認定試験（2学期分）　2 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支払 支払伝票等 単位認定試験（2学期分）　3 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支払 支払伝票等 教員免許更新講習 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支払 支払伝票等 単位認定試験（看護科目） 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支払 支払伝票等 業者負担光熱水料　1 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支払 支払伝票等 業者負担光熱水料　2 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支払 支払伝票等 4月給与 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支払 支払伝票等 5月給与 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支払 支払伝票等 6月給与 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支払 支払伝票等 7月給与 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支払 支払伝票等 8月給与 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支払 支払伝票等 9月給与 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支払 支払伝票等 10月給与 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支払 支払伝票等 11月給与 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支払 支払伝票等 12月給与 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支払 支払伝票等 1月給与 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支払 支払伝票等 2月給与 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支払 支払伝票等 3月給与 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支払 支払伝票等 給与（外部資金） 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支払 支払伝票等 給与・謝金（返納・退職手当・労働保険料等） 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支払 支払伝票等 源泉所得税・消費税 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支払 支払伝票等 共済 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支払 支払伝票等 給与（17日支給） 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 支払 支払伝票等 給与（25日支給） 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 会計関係 法定調書 法定調書・源泉徴収票　関係書類 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 給与 源泉徴収票 平成28年　源泉徴収票（役職員給与を除く） 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 電磁的記録 人事給与システム 財務部経理課長 経理係 廃棄
2016 財務部経理課 会計関係 原議書綴 給与・謝金関係　原議書綴 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支払 支払伝票等 謝金　1 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支払 支払伝票等 謝金　2 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支払 支払伝票等 謝金　3 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支払 支払伝票等 謝金　4 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支払 支払伝票等 謝金　5 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支払 支払伝票等 謝金　6 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支払 支払伝票等 謝金　7 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支払 支払伝票等 謝金　8 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支払 支払伝票等 謝金　9 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支払 支払伝票等 謝金　10 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支払 支払伝票等 謝金　11 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支払 支払伝票等 謝金　12 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支払 支払伝票等 謝金　13 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支払 支払伝票等 謝金　14 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支払 支払伝票等 謝金　15 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支払 支払伝票等 謝金　16 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支払 支払伝票等 謝金　17 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支払 支払伝票等 謝金　18 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支払 支払伝票等 謝金　19 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支払 支払伝票等 謝金　20 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支払 支払伝票等 謝金（外部資金）　科研費・科研基金 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支払 支払伝票等 謝金（外部資金）　科研費以外 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支払 支払伝票等 法人・個人事業主に対する報酬・料金 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支払 支払伝票等 単位認定試験（1学期分）　1 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支払 支払伝票等 単位認定試験（1学期分）　2 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支払 支払伝票等 単位認定試験（1学期分）　3 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支払 支払伝票等 単位認定試験（2学期分）　1 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支払 支払伝票等 単位認定試験（2学期分）　2 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
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2017 財務部経理課 支払 支払伝票等 単位認定試験（2学期分）　3 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支払 支払伝票等 教員免許更新講習 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支払 支払伝票等 単位認定試験（看護科目） 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支払 支払伝票等 業者負担光熱水料　1 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支払 支払伝票等 業者負担光熱水料　2 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支払 支払伝票等 4月給与 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支払 支払伝票等 5月給与 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支払 支払伝票等 6月給与 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支払 支払伝票等 7月給与 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支払 支払伝票等 8月給与 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支払 支払伝票等 9月給与 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支払 支払伝票等 10月給与 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支払 支払伝票等 11月給与 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支払 支払伝票等 12月給与 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支払 支払伝票等 1月給与 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支払 支払伝票等 2月給与 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支払 支払伝票等 3月給与 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支払 支払伝票等 給与（外部資金） 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支払 支払伝票等 給与・謝金（返納・退職手当・労働保険料等） 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支払 支払伝票等 源泉所得税・消費税 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支払 支払伝票等 共済 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支払 支払伝票等 給与（17日支給） 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 支払 支払伝票等 給与（25日支給） 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 会計関係 法定調書 法定調書・源泉徴収票　関係書類 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 給与 源泉徴収票 平成29年　源泉徴収票（役職員給与を除く） 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 電磁的記録 人事給与システム 財務部経理課長 経理係 廃棄
2017 財務部経理課 会計関係 原議書綴 給与・謝金関係　原議書綴 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支払 支払伝票等 謝金　1 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支払 支払伝票等 謝金　2 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支払 支払伝票等 謝金　3 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支払 支払伝票等 謝金　4 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支払 支払伝票等 謝金　5 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支払 支払伝票等 謝金　6 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支払 支払伝票等 謝金　7 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支払 支払伝票等 謝金　8 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支払 支払伝票等 謝金　9 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支払 支払伝票等 謝金　10 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支払 支払伝票等 謝金　11 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支払 支払伝票等 謝金　12 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支払 支払伝票等 謝金　13 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支払 支払伝票等 謝金　14 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支払 支払伝票等 謝金　15 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支払 支払伝票等 謝金　16 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支払 支払伝票等 謝金　17 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支払 支払伝票等 謝金　18 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支払 支払伝票等 謝金（外部資金）　科研費・科研基金 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支払 支払伝票等 謝金（外部資金）　科研費以外 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支払 支払伝票等 法人・個人事業主に対する報酬・料金① 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支払 支払伝票等 法人・個人事業主に対する報酬・料金② 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支払 支払伝票等 単位認定試験（1学期分）　1 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支払 支払伝票等 単位認定試験（1学期分）　2 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支払 支払伝票等 単位認定試験（1学期分）　3 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支払 支払伝票等 単位認定試験（1学期分）　4 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支払 支払伝票等 単位認定試験（2学期分）　1 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支払 支払伝票等 単位認定試験（2学期分）　2 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支払 支払伝票等 単位認定試験（2学期分）　3 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支払 支払伝票等 単位認定試験（2学期分）　4 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支払 支払伝票等 教員免許更新講習（夏期） 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支払 支払伝票等 教員免許更新講習（冬期） 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支払 支払伝票等 単位認定試験（看護科目） 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支払 支払伝票等 業者負担光熱水料　1 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支払 支払伝票等 業者負担光熱水料　2 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支払 支払伝票等 4月給与 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支払 支払伝票等 5月給与 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支払 支払伝票等 6月給与 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支払 支払伝票等 7月給与 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支払 支払伝票等 8月給与 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支払 支払伝票等 9月給与 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支払 支払伝票等 10月給与 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支払 支払伝票等 11月給与 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
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2018 財務部経理課 支払 支払伝票等 12月給与 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支払 支払伝票等 1月給与 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支払 支払伝票等 2月給与 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支払 支払伝票等 3月給与 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支払 支払伝票等 給与（外部資金） 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支払 支払伝票等 給与・謝金（返納・退職手当・労働保険料等） 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支払 支払伝票等 源泉所得税・消費税 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支払 支払伝票等 共済 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支払 支払伝票等 給与（17日支給） 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 支払 支払伝票等 給与（25日支給） 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 会計関係 法定調書 法定調書・源泉徴収票　関係書類 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 給与 源泉徴収票 平成30年　源泉徴収票（役職員給与を除く） 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 電磁的記録 人事給与システム 財務部経理課長 経理係 廃棄
2018 財務部経理課 会計関係 原議書綴 給与・謝金関係　原議書綴 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 経理係 廃棄
2010 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成22年度　総務課　契約綴 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 用度第一係 廃棄
2010 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成22年度　広報課　契約綴 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 用度第一係 廃棄
2010 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成22年度　財務課・経理課　契約綴　① 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 用度第一係 廃棄
2010 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成22年度　財務課・経理課　契約綴　② 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 用度第一係 廃棄
2010 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成22年度　教務課　契約綴 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 用度第一係 廃棄
2010 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成22年度　情報推進課　契約綴　① 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 用度第一係 廃棄
2010 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成22年度　情報推進課　契約綴　② 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 用度第一係 廃棄
2010 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成22年度　情報システム課　契約綴 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 用度第一係 廃棄
2010 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成22年度　企画管理課　契約綴 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 用度第一係 廃棄
2010 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成22年度　技術・運行課　契約綴　① 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 用度第一係 廃棄
2010 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成22年度　技術・運行課　契約綴　② 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 用度第一係 廃棄
2010 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成22年度　技術・運行課　契約綴　③ 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 用度第一係 廃棄
2010 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成22年度　技術・運行課　契約綴　④ 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 用度第一係 廃棄
2010 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成22年度　技術・運行課　契約綴　⑤ 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 用度第一係 廃棄
2010 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成22年度　技術・運行課　契約綴　⑥ 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 用度第一係 廃棄
2010 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成22年度　ＩＣＴ活用教育・支援課　契約綴 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 用度第一係 廃棄
2010 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成22年度　メディア衛星企画室　契約綴 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 用度第一係 廃棄
2010 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成22年度　印刷物関係　契約綴　① 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 用度第一係 廃棄
2010 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成22年度　印刷物関係　契約綴　② 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 用度第一係 廃棄
2010 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成22年度　印刷物関係　契約綴　③ 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 用度第一係 廃棄
2011 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成23年度　総務課　契約綴 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 用度第一係 廃棄
2011 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成23年度　総合戦略企画室　契約綴　① 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 用度第一係 廃棄
2011 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成23年度　総合戦略企画室　契約綴　② 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 用度第一係 廃棄
2011 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成23年度　広報課　契約綴 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 用度第一係 廃棄
2011 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成23年度　経理課　契約綴　① 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 用度第一係 廃棄
2011 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成23年度　経理課　契約綴　② 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 用度第一係 廃棄
2011 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成23年度　教務課　契約綴 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 用度第一係 廃棄
2011 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成23年度　情報推進課　契約綴　① 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 用度第一係 廃棄
2011 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成23年度　情報推進課　契約綴　② 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 用度第一係 廃棄
2011 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成23年度　情報推進課　契約綴　③ 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 用度第一係 廃棄
2011 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成23年度　企画管理課　契約綴 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 用度第一係 廃棄
2011 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成23年度　技術・運行課　契約綴　① 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 用度第一係 廃棄
2011 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成23年度　技術・運行課　契約綴　② 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 用度第一係 廃棄
2011 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成23年度　技術・運行課　契約綴　③ 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 用度第一係 廃棄
2011 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成23年度　技術・運行課　契約綴　④ 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 用度第一係 廃棄
2011 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成23年度　技術・運行課　契約綴　⑤ 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 用度第一係 廃棄
2011 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成23年度　印刷物関係　契約綴　① 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 用度第一係 廃棄
2011 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成23年度　印刷物関係　契約綴　② 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 用度第一係 廃棄
2011 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成23年度　印刷物関係　契約綴　③ 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 用度第一係 廃棄
2011 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成23年度　印刷物関係　契約綴　④ 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 用度第一係 廃棄
2012 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成24年度　総務課　契約綴 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 用度第一係 廃棄
2012 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成24年度　総合戦略企画室　契約綴 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 用度第一係 廃棄
2012 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成24年度　広報課　契約綴　① 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 用度第一係 廃棄
2012 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成24年度　広報課　契約綴　② 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 用度第一係 廃棄
2012 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成24年度　広報課　契約綴　③ 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 用度第一係 廃棄
2012 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成24年度　教務課　契約綴 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 用度第一係 廃棄
2012 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成24年度　情報推進課　契約綴　① 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 用度第一係 廃棄
2012 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成24年度　情報推進課　契約綴　② 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 用度第一係 廃棄
2012 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成24年度　情報推進課　契約綴　③ 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 用度第一係 廃棄
2012 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成24年度　企画管理課　契約綴 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 用度第一係 廃棄
2012 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成24年度　技術・運行課　契約綴　① 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 用度第一係 廃棄
2012 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成24年度　技術・運行課　契約綴　② 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 用度第一係 廃棄
2012 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成24年度　技術・運行課　契約綴　③ 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 用度第一係 廃棄
2012 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成24年度　技術・運行課　契約綴　④ 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 用度第一係 廃棄
2012 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成24年度　メディア衛星企画室　契約綴 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 用度第一係 廃棄
2013 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成25年度　総務課　契約綴 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 用度第一係 廃棄
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措置結果
2013 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成25年度　総合戦略企画室　契約綴 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 用度第一係 廃棄
2013 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成25年度　広報課　契約綴　① 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 用度第一係 廃棄
2013 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成25年度　広報課　契約綴　② 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 用度第一係 廃棄
2013 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成25年度　広報課　契約綴　③ 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 用度第一係 廃棄
2013 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成25年度　財務課・経理課　契約綴　① 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 用度第一係 廃棄
2013 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成25年度　財務課・経理課　契約綴　② 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 用度第一係 廃棄
2013 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成25年度　財務課・経理課　契約綴　③ 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 用度第一係 廃棄
2013 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成25年度　教務課　契約綴 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 用度第一係 廃棄
2013 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成25年度　連携教育課　契約綴 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 用度第一係 廃棄
2013 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成25年度　情報推進課　契約綴　① 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 用度第一係 廃棄
2013 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成25年度　情報推進課　契約綴　② 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 用度第一係 廃棄
2013 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成25年度　情報推進課　契約綴　③ 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 用度第一係 廃棄
2013 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成25年度　情報推進課　契約綴　④ 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 用度第一係 廃棄
2013 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成25年度　情報推進課　契約綴　⑤ 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 用度第一係 廃棄
2013 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成25年度　情報推進課　教務情報システムの基盤構築の保守 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 用度第一係 廃棄
2013 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成25年度　企画管理課　契約綴　① 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 用度第一係 廃棄
2013 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成25年度　企画管理課　契約綴　② 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 用度第一係 廃棄
2013 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成25年度　技術・運行課　契約綴　① 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 用度第一係 廃棄
2013 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成25年度　技術・運行課　契約綴　② 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 用度第一係 廃棄
2013 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成25年度　技術・運行課　契約綴　③ 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 用度第一係 廃棄
2013 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成25年度　技術・運行課　契約綴　④ 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 用度第一係 廃棄
2013 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成25年度　技術・運行課　契約綴　⑤ 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 用度第一係 廃棄
2014 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成26年度　総務課　契約綴 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 用度第一係 廃棄
2014 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成26年度　総合戦略企画室　契約綴 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 用度第一係 廃棄
2014 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成26年度　広報課　契約綴　① 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 用度第一係 廃棄
2014 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成26年度　広報課　契約綴　② 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 用度第一係 廃棄
2014 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成26年度　広報課　契約綴　③ 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 用度第一係 廃棄
2014 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成26年度　財務課・経理課　契約綴 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 用度第一係 廃棄
2014 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成26年度　教務課　契約綴 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 用度第一係 廃棄
2014 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成26年度　連携教育課　契約綴 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 用度第一係 廃棄
2014 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成26年度　情報推進課　契約綴　① 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 用度第一係 廃棄
2014 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成26年度　情報推進課　契約綴　② 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 用度第一係 廃棄
2014 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成26年度　情報推進課　契約綴　③ 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 用度第一係 廃棄
2014 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成26年度　企画管理課　契約綴　① 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 用度第一係 廃棄
2014 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成26年度　企画管理課　契約綴　② 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 用度第一係 廃棄
2014 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成26年度　技術・運行課　契約綴　① 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 用度第一係 廃棄
2014 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成26年度　技術・運行課　契約綴　② 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 用度第一係 廃棄
2014 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成26年度　技術・運行課　契約綴　③ 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 用度第一係 廃棄
2014 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成26年度　技術・運行課　契約綴　④ 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 用度第一係 廃棄
2014 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成26年度　メディア・衛星企画室　契約綴 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 用度第一係 廃棄
2015 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成27年度　総務課　契約綴 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 用度第一係 廃棄
2015 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成27年度　総合戦略企画室　契約綴 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 用度第一係 廃棄
2015 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成27年度　広報課　契約綴　① 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 用度第一係 廃棄
2015 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成27年度　広報課　契約綴　② 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 用度第一係 廃棄
2015 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成27年度　広報課　契約綴　③ 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 用度第一係 廃棄
2015 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成27年度　学生サポートセンター　契約綴 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 用度第一係 廃棄
2015 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成27年度　経理課　契約綴　① 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 用度第一係 廃棄
2015 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成27年度　経理課　契約綴　② 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 用度第一係 廃棄
2015 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成27年度　経理課　契約綴　③ 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 用度第一係 廃棄
2015 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成27年度　経理課　契約綴　④ 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 用度第一係 廃棄
2015 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成27年度　教務課　契約綴　① 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 用度第一係 廃棄
2015 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成27年度　教務課　契約綴　② 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 用度第一係 廃棄
2015 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成27年度　連携教育課　契約綴 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 用度第一係 廃棄
2015 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成27年度　情報推進課　契約綴　① 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 用度第一係 廃棄
2015 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成27年度　情報推進課　契約綴　② 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 用度第一係 廃棄
2015 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成27年度　情報推進課　契約綴　③ 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 用度第一係 廃棄
2015 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成27年度　情報推進課　契約綴　④ 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 用度第一係 廃棄
2015 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成27年度　情報推進課　教育支援センター 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 用度第一係 廃棄
2015 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成27年度　オンライン授業準備室　契約綴 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 用度第一係 廃棄
2015 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成27年度　企画管理課　契約綴　① 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 用度第一係 廃棄
2015 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成27年度　企画管理課　契約綴　② 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 用度第一係 廃棄
2015 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成27年度　技術・運行課　契約綴　① 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 用度第一係 廃棄
2015 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成27年度　技術・運行課　契約綴　② 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 用度第一係 廃棄
2015 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成27年度　技術・運行課　契約綴　③ 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 用度第一係 廃棄
2015 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成27年度　技術・運行課　契約綴　④ 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 用度第一係 廃棄
2015 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成27年度　メディア・衛星企画室　契約綴 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 用度第一係 廃棄
2016 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成28年度　総務課　契約綴 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 経理課事務室 資料管理棟 用度第一係 廃棄
2016 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成28年度　総合戦略企画室　契約綴 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 経理課事務室 資料管理棟 用度第一係 廃棄
2016 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成28年度　広報課　契約綴　① 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 経理課事務室 資料管理棟 用度第一係 廃棄
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2016 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成28年度　広報課　契約綴　② 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 経理課事務室 資料管理棟 用度第一係 廃棄
2016 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成28年度　学生サポートセンター　契約綴 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 経理課事務室 資料管理棟 用度第一係 廃棄
2016 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成28年度　経理課　契約綴　① 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 経理課事務室 資料管理棟 用度第一係 廃棄
2016 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成28年度　経理課　契約綴　② 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 経理課事務室 資料管理棟 用度第一係 廃棄
2016 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成28年度　教務課　契約綴 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 経理課事務室 資料管理棟 用度第一係 廃棄
2016 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成28年度　連携教育課　契約綴 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 経理課事務室 資料管理棟 用度第一係 廃棄
2016 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成28年度　情報推進課　契約綴　① 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 経理課事務室 資料管理棟 用度第一係 廃棄
2016 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成28年度　情報推進課　契約綴　② 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 経理課事務室 資料管理棟 用度第一係 廃棄
2016 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成28年度　オンライン授業準備室　契約綴 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 経理課事務室 資料管理棟 用度第一係 廃棄
2016 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成28年度　企画管理課　契約綴　① 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 経理課事務室 資料管理棟 用度第一係 廃棄
2016 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成28年度　企画管理課　契約綴　② 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 経理課事務室 資料管理棟 用度第一係 廃棄
2016 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成28年度　技術・運行課　契約綴　① 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 経理課事務室 資料管理棟 用度第一係 廃棄
2016 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成28年度　技術・運行課　契約綴　② 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 経理課事務室 資料管理棟 用度第一係 廃棄
2016 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成28年度　技術・運行課　契約綴　③ 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 経理課事務室 資料管理棟 用度第一係 廃棄
2016 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成28年度　技術・運行課　契約綴　④ 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 経理課事務室 資料管理棟 用度第一係 廃棄
2016 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成28年度　技術・運行課　契約綴　⑤ 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 経理課事務室 資料管理棟 用度第一係 廃棄
2016 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成28年度　技術・運行課　次期放送番組運行システム　2-1 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 経理課事務室 資料管理棟 用度第一係 廃棄
2016 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成28年度　技術・運行課　次期放送番組運行システム　2-2 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 経理課事務室 資料管理棟 用度第一係 廃棄
2016 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成28年度　メディア・衛星企画室　契約綴 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 経理課事務室 資料管理棟 用度第一係 廃棄
2017 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成29年度　総務課(東)　契約綴 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 用度第一係 廃棄
2017 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成29年度　総務課(西)　契約綴 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 用度第一係 廃棄
2017 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成29年度　広報課　契約綴　① 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 用度第一係 廃棄
2017 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成29年度　広報課　契約綴　② 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 用度第一係 廃棄
2017 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成29年度　学生サポートセンター　契約綴 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 用度第一係 廃棄
2017 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成29年度　経理課　契約綴　① 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 用度第一係 廃棄
2017 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成29年度　経理課　契約綴　② 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 用度第一係 廃棄
2017 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成29年度　教務課　契約綴 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 用度第一係 廃棄
2017 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成29年度　連携教育課　契約綴 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 用度第一係 廃棄
2017 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成29年度　情報推進課　契約綴　① 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 用度第一係 廃棄
2017 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成29年度　情報推進課　契約綴　② 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 用度第一係 廃棄
2017 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成29年度　オンライン教育課　契約綴 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 用度第一係 廃棄
2017 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成29年度　企画管理課　契約綴　① 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 用度第一係 廃棄
2017 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成29年度　企画管理課　契約綴　② 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 用度第一係 廃棄
2017 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成29年度　企画管理課　契約綴　③ 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 用度第一係 廃棄
2017 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成29年度　技術・運行課　契約綴　① 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 用度第一係 廃棄
2017 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成29年度　技術・運行課　契約綴　② 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 用度第一係 廃棄
2017 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成29年度　技術・運行課　契約綴　③ 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 用度第一係 廃棄
2017 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成29年度　技術・運行課　契約綴　④ 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 用度第一係 廃棄
2017 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成29年度　技術・運行課　契約綴　⑤ 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 用度第一係 廃棄
2017 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成29年度　メディア・衛星企画室　契約綴 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 用度第一係 廃棄
2018 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成30年度　総務課　契約綴　① 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 用度第一係 廃棄
2018 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成30年度　広報課　契約綴　① 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 用度第一係 廃棄
2018 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成30年度　広報課　契約綴　② 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 用度第一係 廃棄
2018 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成30年度　学生サポートセンター　契約綴 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 用度第一係 廃棄
2018 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成30年度　経理課　契約綴　① 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 用度第一係 廃棄
2018 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成30年度　経理課　契約綴　② 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 用度第一係 廃棄
2018 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成30年度　経理課　契約綴　③ 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 用度第一係 廃棄
2018 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成30年度　経理課　契約綴　④ 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 用度第一係 廃棄
2018 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成30～34年度　放送大学学園複写サービス 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 用度第一係 廃棄
2018 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成30年度　教務課　契約綴　① 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 用度第一係 廃棄
2018 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成30年度　連携教育課　契約綴　① 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 用度第一係 廃棄
2018 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成30年度　情報推進課　契約綴　① 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 用度第一係 廃棄
2018 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成30年度　情報推進課　契約綴　② 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 用度第一係 廃棄
2018 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成30年度　情報推進課　契約綴　③ 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 用度第一係 廃棄
2018 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成30年度　オンライン教育課　契約綴　① 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 用度第一係 廃棄
2018 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成30年度　オンライン教育課　契約綴　② 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 用度第一係 廃棄
2018 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成30年度　企画管理課　契約綴　① 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 用度第一係 廃棄
2018 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成30年度　企画管理課　契約綴　② 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 用度第一係 廃棄
2018 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成30年度　企画管理課　契約綴　③ 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 用度第一係 廃棄
2018 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成30年度　企画管理課　契約綴　④ 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 用度第一係 廃棄
2018 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成30年度　技術・運行課　契約綴　① 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 用度第一係 廃棄
2018 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成30年度　技術・運行課　契約綴　② 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 用度第一係 廃棄
2018 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成30年度　技術・運行課　契約綴　③ 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 用度第一係 廃棄
2018 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成30年度　技術・運行課　契約綴　④ 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 用度第一係 廃棄
2018 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成30年度　メディア・衛星企画室　契約綴 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 用度第一係 廃棄
2019 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成31（令和元）年度　技術・運行課　契約綴　① 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 用度第一係 廃棄
2019 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成31（令和元）年度　技術・運行課　契約綴　② 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 用度第一係 廃棄
2019 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成31（令和元）年度　技術・運行課　契約綴　③ 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 用度第一係 廃棄
2019 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成31（令和元）年度　技術・運行課　契約綴　④ 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 用度第一係 廃棄
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2019 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成31（令和元）年度　連携教育課　契約綴　① 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 用度第一係 廃棄
2019 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成31（令和元）年度　企画管理課　契約綴　① 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 用度第一係 廃棄
2019 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成31（令和元）年度　企画管理課　契約綴　② 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 用度第一係 廃棄
2019 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成31（令和元）年度　放送管理課　契約綴　① 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 用度第一係 廃棄
2019 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成31（令和元）年度　放送管理課　契約綴　② 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 用度第一係 廃棄
2019 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成31（令和元）年度　放送管理課　契約綴　③ 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 用度第一係 廃棄
2019 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成31（令和元）年度　放送管理課　契約綴　④ 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 用度第一係 廃棄
2019 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成31（令和元）年度　企画編成課　契約綴　① 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 用度第一係 廃棄
2019 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成31（令和元）年度　企画編成課　契約綴　② 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 用度第一係 廃棄
2019 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成31（令和元）年度　広報課　契約綴　① 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 用度第一係 廃棄
2019 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成31（令和元）年度　学生サポートセンター　契約綴 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 用度第一係 廃棄
2019 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成31年度　メディア・衛星企画室　契約綴 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 用度第一係 廃棄
2019 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成31（令和元）年度　経理課　契約綴　① 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 用度第一係 廃棄
2019 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成31（令和元）経理課　契約綴　② 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 用度第一係 廃棄
2019 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成31（令和元）経理課　契約綴　③ 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 用度第一係 廃棄
2019 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成31（令和元）経理課　契約綴　④ 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 用度第一係 廃棄
2019 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成31（令和元）情報推進課　契約綴　① 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 用度第一係 廃棄
2019 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成31（令和元）情報推進課　契約綴　② 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 用度第一係 廃棄
2019 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成31（令和元）情報推進課　契約綴　③ 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 用度第一係 廃棄
2019 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成31（令和元）オンライン教育課　契約綴　① 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 用度第一係 廃棄
2019 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成31（令和元）オンライン教育課　契約綴　② 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 用度第一係 廃棄
2019 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成31（令和元）年度　教務課　契約綴　① 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 用度第一係 廃棄
2019 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成31（令和元）年度　教務課　契約綴　② 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 用度第一係 廃棄
2019 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成31（令和元）年度　総務課　契約綴 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 用度第一係 廃棄
2019 財務部経理課 契約 契約関係書類 印刷教材梱包業務委託　① 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 用度第一係 廃棄
2019 財務部経理課 契約 契約関係書類 印刷教材梱包業務委託　② 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 用度第一係 廃棄
2011 財務部経理課 契約 契約関係書類 受託研究関係　平成23年度 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 用度第一係及び用度二係 廃棄
2012 財務部経理課 契約 契約関係書類 受託研究関係　平成24年度 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 用度第一係及び用度二係 廃棄
2013 財務部経理課 契約 契約関係書類 受託研究関係　平成25年度 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 用度第一係及び用度二係 廃棄
2014 財務部経理課 契約 契約関係書類 受託研究関係　平成26年～29年度 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 用度第一係及び用度二係 廃棄
2018 財務部経理課 契約 契約関係書類 受託研究関係　平成30年～ 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 用度第一係及び用度二係 廃棄
2010 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成22年度　図書情報課　契約綴　① 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 用度第二係 廃棄
2010 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成22年度　図書情報課　契約綴　② 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 用度第二係 廃棄
2010 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成22年度　学生課　契約綴　① 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 用度第二係 廃棄
2010 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成22年度　学生課　契約綴　② 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 用度第二係 廃棄
2010 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成22年度　学習センター支援室　契約綴　② 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 用度第二係 廃棄
2010 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成22年度　契約綴（建物清掃）　① 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 用度第二係 廃棄
2010 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成22年度　契約綴（建物清掃）　② 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 用度第二係 廃棄
2010 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成22年度　契約綴（建物清掃）　③ 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 用度第二係 廃棄
2010 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成22年度　契約綴（建物清掃）　④ 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 用度第二係 廃棄
2010 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成22年度　契約綴（建物清掃）　⑤ 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 用度第二係 廃棄
2010 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成22年度　契約綴（タクシー　警備業務）　⑥ 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 用度第二係 廃棄
2010 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成22年度　契約綴（タクシー　警備業務）　⑦ 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 用度第二係 廃棄
2010 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成22年度　契約綴（タクシー　警備業務）　⑧ 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 用度第二係 廃棄
2010 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成22年度　契約綴（セミナーハウス管理業務　再視聴用放送教材複製業務　学習センター委託業務費関係）　⑨ 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 用度第二係 廃棄
2010 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成22年度　契約綴（建物清掃　三者契約含む）　⑩ 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 用度第二係 廃棄
2011 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成23年度　図書情報課　契約綴　① 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 用度第二係 廃棄
2011 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成23年度　図書情報課　契約綴　② 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 用度第二係 廃棄
2011 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成23年度　学生課　契約綴　① 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 用度第二係 廃棄
2011 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成23年度　学生課　契約綴　② 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 用度第二係 廃棄
2011 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成23年度　学習センター支援室　契約綴　① 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 用度第二係 廃棄
2011 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成23年度　学習センター支援室　契約綴　② 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 用度第二係 廃棄
2011 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成23年度　学習センター支援室　契約綴　③ 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 用度第二係 廃棄
2011 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成23年度　学習センター・サテライト　契約綴　① 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 用度第二係 廃棄
2011 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成23年度　学習センター・サテライト　契約綴　② 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 用度第二係 廃棄
2011 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成23年度　学習センター・サテライト　契約綴　③ 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 用度第二係 廃棄
2011 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成23年度　学習センター・サテライト　契約綴　④ 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 用度第二係 廃棄
2011 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成23年度　学習センター・サテライト　契約綴　⑤ 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 用度第二係 廃棄
2011 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成23年度　学習センター・サテライト　契約綴　⑥ 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 用度第二係 廃棄
2011 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成23年度　学習センター・サテライト　契約綴　⑦ 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 用度第二係 廃棄
2011 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成23年度　学習センター・サテライト　契約綴　⑧ 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 用度第二係 廃棄
2012 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成24年度　学生課　契約綴　① 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 用度第二係 廃棄
2012 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成24年度　図書情報課　契約綴　① 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 用度第二係 廃棄
2013 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成24年度　図書情報課　契約綴　② 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 用度第二係 廃棄
2012 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成24年度　学習センター支援室　契約綴　① 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 用度第二係 廃棄
2012 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成24年度　学習センター支援室　契約綴　② 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 用度第二係 廃棄
2012 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成24年度　学習センター・サテライト　契約綴　① 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 用度第二係 廃棄
2012 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成24年度　学習センター・サテライト　契約綴　② 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 用度第二係 廃棄
2012 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成24年度　学習センター・サテライト　契約綴　③ 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 用度第二係 廃棄
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2012 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成24年度　学習センター・サテライト　契約綴　④ 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 用度第二係 廃棄
2012 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成24年度　学習センター・サテライト　契約綴　⑤ 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 用度第二係 廃棄
2012 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成24年度　学習センター・サテライト　契約綴　⑥ 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 用度第二係 廃棄
2013 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成25年度　学生課　契約綴　① 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 用度第二係 廃棄
2013 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成25年度　学生課　契約綴　② 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 用度第二係 廃棄
2013 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成25年度　図書情報課　契約綴 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 用度第二係 廃棄
2013 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成25年度　学習センター支援室　契約綴　① 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 用度第二係 廃棄
2013 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成25年度　学習センター支援室　契約綴　② 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 用度第二係 廃棄
2013 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成25年度　学習センター支援室　契約綴　③ 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 用度第二係 廃棄
2013 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成25年度　学習センター・サテライト　契約綴　① 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 用度第二係 廃棄
2013 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成25年度　学習センター・サテライト　契約綴　② 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 用度第二係 廃棄
2013 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成25年度　学習センター・サテライト　契約綴　③ 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 用度第二係 廃棄
2013 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成25年度　学習センター・サテライト　契約綴　④ 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 用度第二係 廃棄
2013 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成25年度　学習センター・サテライト　契約綴　⑤ 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 用度第二係 廃棄
2013 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成25年度　学習センター・サテライト　契約綴　⑥ 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 用度第二係 廃棄
2013 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成25年度　学習センター・サテライト　契約綴　⑦ 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 用度第二係 廃棄
2014 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成26年度　学生課　契約綴　① 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 用度第二係 廃棄
2014 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成26年度　学生課　契約綴　② 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 用度第二係 廃棄
2014 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成26年度　学生課　契約綴　③ 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 用度第二係 廃棄
2014 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成26年度　図書情報課　契約綴　① 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 用度第二係 廃棄
2014 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成26年度　図書情報課　契約綴　② 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 用度第二係 廃棄
2014 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成26年度　学習センター支援室　契約綴　① 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 用度第二係 廃棄
2014 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成26年度　学習センター支援室　契約綴　② 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 用度第二係 廃棄
2014 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成26年度　学習センター支援室　契約綴　③ 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 用度第二係 廃棄
2014 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成26年度　学習センター・サテライト　契約綴　① 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 用度第二係 廃棄
2014 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成26年度　学習センター・サテライト　契約綴　② 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 用度第二係 廃棄
2014 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成26年度　学習センター・サテライト　契約綴　③ 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 用度第二係 廃棄
2014 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成26年度　学習センター・サテライト　契約綴　④ 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 用度第二係 廃棄
2014 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成26年度　学習センター・サテライト　契約綴　⑤ 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 用度第二係 廃棄
2014 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成26年度　学習センター・サテライト　契約綴　⑥ 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 用度第二係 廃棄
2015 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成27年度　学生課　契約綴　① 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 用度第二係 廃棄
2015 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成27年度　学生課　契約綴　② 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 用度第二係 廃棄
2015 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成27年度　図書情報課　契約綴　① 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 用度第二係 廃棄
2015 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成27年度　図書情報課　契約綴　② 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 用度第二係 廃棄
2015 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成27年度　図書情報課　契約綴　③ 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 用度第二係 廃棄
2015 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成27年度　学習センター支援室　契約綴　① 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 用度第二係 廃棄
2015 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成27年度　学習センター支援室　契約綴　② 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 用度第二係 廃棄
2015 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成27年度　学習センター支援室　契約綴　③ 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 用度第二係 廃棄
2015 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成27年度　学習センター・サテライト　契約綴　① 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 用度第二係 廃棄
2015 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成27年度　学習センター・サテライト　契約綴　② 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 用度第二係 廃棄
2015 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成27年度　学習センター・サテライト　契約綴　③ 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 用度第二係 廃棄
2015 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成27年度　学習センター・サテライト　契約綴　④ 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 用度第二係 廃棄
2015 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成27年度　学習センター・サテライト　契約綴　⑤ 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 用度第二係 廃棄
2015 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成27年度　学習センター・サテライト　契約綴　⑥ 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 用度第二係 廃棄
2015 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成27年度　学習センター・サテライト　契約綴　⑦ 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 用度第二係 廃棄
2015 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成27年度　学習センター・サテライト　契約綴　⑧ 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 用度第二係 廃棄
2016 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成28年度　学生課　契約綴　① 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 用度第二係 廃棄
2016 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成28年度　学生課　契約綴　② 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 用度第二係 廃棄
2016 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成28年度　図書情報課　契約綴　① 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 用度第二係 廃棄
2016 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成28年度　図書情報課　契約綴　② 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 用度第二係 廃棄
2016 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成28年度　学習センター支援室　契約綴　① 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 用度第二係 廃棄
2016 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成28年度　学習センター支援室　契約綴　② 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 用度第二係 廃棄
2016 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成28年度　学習センター支援室　契約綴　③ 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 用度第二係 廃棄
2016 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成28年度　学習センター・サテライト　契約綴　① 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 用度第二係 廃棄
2016 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成28年度　学習センター・サテライト　契約綴　② 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 用度第二係 廃棄
2016 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成28年度　学習センター・サテライト　契約綴　③ 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 用度第二係 廃棄
2016 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成28年度　学習センター・サテライト　契約綴　④ 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 用度第二係 廃棄
2016 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成28年度　学習センター・サテライト　契約綴　⑤ 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 用度第二係 廃棄
2011 財務部経理課 契約 契約関係書類 東京文京学習センター福利厚生業務委託（自動販売機売上） 経理課長 2012/4/1 ファイルの最終年度より10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 用度第二係 廃棄
2014 財務部経理課 契約 契約関係書類 東京文京学習センター　筑波大学における古紙処理業務契約 経理課長 2015/4/1 ファイルの最終年度より11年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 用度第二係 廃棄
2017 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成29年度　学生課　契約綴　① 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 用度第二係 廃棄
2017 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成29年度　学生課　契約綴　② 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 用度第二係 廃棄
2017 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成29年度　図書情報課　契約綴　① 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 用度第二係 廃棄
2017 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成29年度　図書情報課　契約綴　② 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 用度第二係 廃棄
2017 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成29年度　学習センター支援室　契約綴　① 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 用度第二係 廃棄
2017 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成29年度　学習センター支援室　契約綴　② 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 用度第二係 廃棄
2017 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成29年度　学習センター支援室　契約綴　③ 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 用度第二係 廃棄
2017 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成29年度　学習センター支援室　契約綴　④ 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 用度第二係 廃棄
2017 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成29年度　学習センター・サテライト　契約綴　① 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 用度第二係 廃棄
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2017 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成29年度　学習センター・サテライト　契約綴　② 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 用度第二係 廃棄
2017 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成29年度　学習センター・サテライト　契約綴　③ 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 用度第二係 廃棄
2017 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成29年度　学習センター・サテライト　契約綴　④ 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 用度第二係 廃棄
2017 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成29年度　学習センター・サテライト　契約綴　⑤ 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 用度第二係 廃棄
2017 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成29年度　学習センター・サテライト　契約綴　⑥ 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 用度第二係 廃棄
2017 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成29年度　学習センター・サテライト　契約綴　⑦ 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 用度第二係 廃棄
2017 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成29年度　学習センター・サテライト　契約綴　⑧ 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 用度第二係 廃棄
2018 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成30年度　学生課　契約綴　① 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 用度第二係 廃棄
2018 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成30年度　学生課　契約綴　② 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 用度第二係 廃棄
2018 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成30年度　図書情報課　契約綴　① 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 用度第二係 廃棄
2018 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成30年度　図書情報課　契約綴　② 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 用度第二係 廃棄
2018 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成30年度　学習センター支援室　契約綴　① 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 用度第二係 廃棄
2018 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成30年度　学習センター支援室　契約綴　② 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 用度第二係 廃棄
2018 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成30年度　学習センター支援室　契約綴　③ 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 用度第二係 廃棄
2018 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成30年度　学習センター・サテライト　契約綴　① 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 用度第二係 廃棄
2018 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成30年度　学習センター・サテライト　契約綴　② 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 用度第二係 廃棄
2018 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成30年度　学習センター・サテライト　契約綴　③ 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 用度第二係 廃棄
2018 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成30年度　学習センター・サテライト　契約綴　④ 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 用度第二係 廃棄
2018 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成30年度　学習センター・サテライト　契約綴　⑤ 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 用度第二係 廃棄
2018 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成30年度　学習センター・サテライト　契約綴　⑥ 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 用度第二係 廃棄
2019 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成31年度（令和元年度）　学生課　契約綴　① 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 用度第二係 廃棄
2019 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成31年度（令和元年度）　学生課　契約綴　② 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 用度第二係 廃棄
2019 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成31年度（令和元年度）　学生課　契約綴　③ 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 用度第二係 廃棄
2019 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成31年度（令和元年度）　図書情報課　契約綴　① 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 用度第二係 廃棄
2019 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成31年度（令和元年度）　図書情報課　契約綴　② 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 用度第二係 廃棄
2019 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成31年度（令和元年度）　学習センター支援室　契約綴　① 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 用度第二係 廃棄
2019 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成31年度（令和元年度）　学習センター支援室　契約綴　② 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 用度第二係 廃棄
2019 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成31年度（令和元年度）　学習センター支援室　契約綴　③ 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 用度第二係 廃棄
2019 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成31年度（令和元年度）　学習センター支援室　契約綴　④ 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 用度第二係 廃棄
2019 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成31年度（令和元年度）　学習センター・サテライト　契約綴　① 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 用度第二係 廃棄
2019 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成31年度（令和元年度）　学習センター・サテライト　契約綴　② 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 用度第二係 廃棄
2019 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成31年度（令和元年度）　学習センター・サテライト　契約綴　③ 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 用度第二係 廃棄
2019 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成31年度（令和元年度）　学習センター・サテライト　契約綴　④ 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 用度第二係 廃棄
2019 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成31年度（令和元年度）　学習センター・サテライト　契約綴　⑤ 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 用度第二係 廃棄
2019 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成31年度（令和元年度）　学習センター・サテライト　契約綴　⑥ 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 用度第二係 廃棄
2019 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成31年度（令和元年度）　学習センター・サテライト　契約綴　⑦ 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 用度第二係 廃棄
2019 財務部経理課 契約 契約関係書類 平成31年度（令和元年度）　学習センター・サテライト　契約綴　⑧ 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 用度第二係 廃棄
2010 財務部経理課 施設 施設関係書類 建築・原義書（平成22年度） 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 西管理棟3階 財務部経理課長 施設Ｇ 廃棄
2011 財務部経理課 施設 施設関係書類 建築・原義書（平成23年度） 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 西管理棟3階 財務部経理課長 施設Ｇ 廃棄
2012 財務部経理課 施設 施設関係書類 建築・原義書（平成24年度） 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 若葉会館１階 財務部経理課長 施設Ｇ 廃棄
2013 財務部経理課 施設 施設関係書類 建築・原義書（平成25年度） 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 若葉会館１階 財務部経理課長 施設Ｇ 廃棄
2014 財務部経理課 施設 施設関係書類 建築・原義書（平成26年度） 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 若葉会館１階 財務部経理課長 施設Ｇ 廃棄
2015 財務部経理課 施設 施設関係書類 建築・原義書（平成27年度） 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 施設Ｇ 廃棄
2016 財務部経理課 施設 施設関係書類 建築・原義書（平成28年度） 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 施設Ｇ 廃棄
2017 財務部経理課 施設 施設関係書類 建築・原義書（平成29年度） 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 施設Ｇ 廃棄
2018 財務部経理課 施設 施設関係書類 建築・原義書（平成30年度） 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 施設Ｇ 廃棄
2019 財務部経理課 施設 施設関係書類 建築・原義書（平成31年度） 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 施設Ｇ 廃棄
2010 財務部経理課 施設 施設関係書類 電気・原義書（平成22年度） 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 西管理棟3階 財務部経理課長 施設Ｇ 廃棄
2011 財務部経理課 施設 施設関係書類 電気・原義書（平成23年度） 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 西管理棟3階 財務部経理課長 施設Ｇ 廃棄
2012 財務部経理課 施設 施設関係書類 電気・原義書（平成24年度） 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 若葉会館１階 財務部経理課長 施設Ｇ 廃棄
2013 財務部経理課 施設 施設関係書類 電気・原義書（平成25年度） 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 若葉会館１階 財務部経理課長 施設Ｇ 廃棄
2014 財務部経理課 施設 施設関係書類 電気・原義書（平成26年度） 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 若葉会館１階 財務部経理課長 施設Ｇ 廃棄
2015 財務部経理課 施設 施設関係書類 電気・原義書（平成27年度） 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 施設Ｇ 廃棄
2016 財務部経理課 施設 施設関係書類 電気・原義書（平成28年度） 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 施設Ｇ 廃棄
2017 財務部経理課 施設 施設関係書類 電気・原義書（平成29年度） 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 施設Ｇ 廃棄
2018 財務部経理課 施設 施設関係書類 電気・原義書（平成30年度） 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 施設Ｇ 廃棄
2019 財務部経理課 施設 施設関係書類 電気・原義書（平成31年度） 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 施設Ｇ 廃棄
2010 財務部経理課 施設 施設関係書類 機械・原義書（平成22年度） 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 西管理棟3階 財務部経理課長 施設Ｇ 廃棄
2011 財務部経理課 施設 施設関係書類 機械・原義書（平成23年度） 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 西管理棟3階 財務部経理課長 施設Ｇ 廃棄
2012 財務部経理課 施設 施設関係書類 機械・原義書（平成24年度） 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 若葉会館１階 財務部経理課長 施設Ｇ 廃棄
2013 財務部経理課 施設 施設関係書類 機械・原義書（平成25年度） 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 若葉会館１階 財務部経理課長 施設Ｇ 廃棄
2014 財務部経理課 施設 施設関係書類 機械・原義書（平成26年度） 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 若葉会館１階 財務部経理課長 施設Ｇ 廃棄
2015 財務部経理課 施設 施設関係書類 機械・原義書（平成27年度） 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 施設Ｇ 廃棄
2016 財務部経理課 施設 施設関係書類 機械・原義書（平成28年度） 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 施設Ｇ 廃棄
2017 財務部経理課 施設 施設関係書類 機械・原義書（平成29年度） 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 施設Ｇ 廃棄
2018 財務部経理課 施設 施設関係書類 機械・原義書（平成30年度） 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 施設Ｇ 廃棄
2016 財務部経理課 契約 契約関係書類 火災保険・賠償責任保険（平成26～28年度） 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
2017 財務部経理課 契約 契約関係書類 火災保険・施設賠償責任保険（平成29年度） 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
2018 財務部経理課 契約 契約関係書類 火災保険・施設賠償責任保険（平成30年度） 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
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2019 財務部経理課 契約 契約関係書類 火災保険・施設賠償責任保険（平成31年度） 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
2013 財務部経理課 物品 物品管理書類 基本入力チェックリスト①（平成25年度） 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
2013 財務部経理課 物品 物品管理書類 基本入力チェックリスト②（平成25年度） 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
2013 財務部経理課 物品 物品管理書類 基本入力チェックリスト③（平成25年度） 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
2013 財務部経理課 物品 物品管理書類 基本入力チェックリスト④（平成25年度） 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
2014 財務部経理課 物品 物品管理書類 基本入力チェックリスト①（平成26年度） 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
2015 財務部経理課 物品 物品管理書類 基本入力チェックリスト①（平成27年度） 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
2015 財務部経理課 物品 物品管理書類 基本入力チェックリスト②（平成27年度） 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
2016 財務部経理課 物品 物品管理書類 基本入力チェックリスト①（平成28年度） 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
2016 財務部経理課 物品 物品管理書類 基本入力チェックリスト②（平成28年度） 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
2016 財務部経理課 物品 物品管理書類 基本入力チェックリスト③（平成28年度） 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
2017 財務部経理課 物品 物品管理書類 基本入力チェックリスト①（平成29年度） 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
2017 財務部経理課 物品 物品管理書類 基本入力チェックリスト②（平成29年度） 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
2017 財務部経理課 物品 物品管理書類 基本入力チェックリスト③（平成29年度） 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
2017 財務部経理課 物品 物品管理書類 基本入力チェックリスト④（平成29年度） 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
2018 財務部経理課 物品 物品管理書類 基本入力チェックリスト（平成30年度） 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
2019 財務部経理課 物品 物品管理書類 基本入力チェックリスト（平成31年度） 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
2012 財務部経理課 物品 物品管理書類 固定資産原価償却明細表他（平成23～24年度） 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
2015 財務部経理課 物品 物品管理書類 固定資産実査（平成27年度） 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
2014 財務部経理課 物品 物品管理書類 固定資産除売却（パソコン等）（平成26年度） 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
2013 財務部経理課 物品 物品管理書類 物品借受申込書（平成19～25年度） 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
2013 財務部経理課 物品 物品管理書類 物品寄附（平成13～25年度） 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
2015 財務部経理課 物品 物品管理書類 物品贈与申請書等（平成26～27年度） 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
2016 財務部経理課 物品 物品管理書類 物品贈与申請書等（平成28年度） 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
2017 財務部経理課 物品 物品管理書類 物品贈与申請書等（平成29年度） 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
2018 財務部経理課 物品 物品管理書類 物品贈与申請書等（平成30年度） 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
2019 財務部経理課 物品 物品管理書類 物品贈与申請書等（平成31年度） 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
2011 財務部経理課 物品 物品管理書類 物品の不用決定（平成23～24年度） 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
2013 財務部経理課 物品 物品管理書類 物品の不用決定（平成25年度） 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
2014 財務部経理課 物品 物品管理書類 物品の不用決定（平成26年度） 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
2015 財務部経理課 物品 物品管理書類 物品の不用決定（平成27年度） 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
2017 財務部経理課 物品 物品管理書類 物品の不用決定（平成29年度） 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
2018 財務部経理課 物品 物品管理書類 物品の不用決定（平成30年度） 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
2019 財務部経理課 物品 物品管理書類 物品の不用決定（平成31年度） 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
2017 財務部経理課 物品 物品管理書類 実査に伴う移動・変更入力（総務課・教務課・学生課・学習センター支援室・広報課・経理課）（平成29年度） 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
2017 財務部経理課 物品 物品管理書類 実査に伴う移動・変更入力（技術・運行課）（平成29年度） 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
2017 財務部経理課 物品 物品管理書類 実査に伴う移動・変更入力（学習センター1）（平成29年度） 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
2017 財務部経理課 物品 物品管理書類 実査に伴う移動・変更入力（学習センター2）（平成29年度） 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
2017 財務部経理課 物品 物品管理書類 実査に伴う移動・変更入力（学習センター3）（平成29年度） 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
2017 財務部経理課 物品 物品管理書類 実査に伴う移動・変更入力（学習センター4）（平成29年度） 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
2017 財務部経理課 物品 物品管理書類 実査に伴う移動・変更入力（学習センター5）（平成29年度） 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
2017 財務部経理課 物品 物品管理書類 実査に伴う移動・変更入力（学習センター6）（平成29年度） 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
2017 財務部経理課 物品 物品管理書類 実査に伴う移動・変更入力（情報推進課・オンライン教育課）（平成29年度） 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
2017 財務部経理課 物品 物品管理書類 実査に伴う移動・変更入力（総務課教員分）（平成29年度） 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
2017 財務部経理課 物品 物品管理書類 実査に伴う移動・変更入力（企画管理課・図書情報課）（平成29年度） 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
2018 財務部経理課 物品 物品管理書類 実査に伴う移動・変更入力（総務課教員分）（平成30年度） 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
2018 財務部経理課 物品 物品管理書類 実査に伴う移動・変更入力（学習センター１）（平成30年度） 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
2018 財務部経理課 物品 物品管理書類 実査に伴う移動・変更入力（学習センター2）（平成30年度） 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
2018 財務部経理課 物品 物品管理書類 実査に伴う移動・変更入力（学習センター3）（平成30年度） 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
2018 財務部経理課 物品 物品管理書類 実査に伴う移動・変更入力（学習センター4）（平成30年度） 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
2018 財務部経理課 物品 物品管理書類 実査に伴う移動・変更入力（学習センター5）（平成30年度） 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
2019 財務部経理課 物品 物品管理書類 実査に伴う移動・変更入力（平成31年度） 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
2015 財務部経理課 物品 物品管理書類 常備品残高報告書（平成２７年度） 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
2016 財務部経理課 物品 物品管理書類 常備品残高報告書（平成２８年度） 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
2017 財務部経理課 物品 物品管理書類 常備品残高報告書（平成２９年度）① 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
2017 財務部経理課 物品 物品管理書類 常備品残高報告書（平成２９年度）② 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
2018 財務部経理課 物品 物品管理書類 常備品残高報告書（平成３０年度）① 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
2018 財務部経理課 物品 物品管理書類 常備品残高報告書（平成３０年度）② 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
2019 財務部経理課 物品 物品管理書類 常備品残高報告書（平成31年度）① 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
2019 財務部経理課 物品 物品管理書類 常備品残高報告書（平成31年度）② 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
2018 財務部経理課 物品 物品管理書類 物品貸付・持出（平成30年度） 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
2019 財務部経理課 物品 物品管理書類 物品貸付・持出（平成31年度） 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
2010 財務部経理課 物品 物品管理書類 物品管理書類（平成22年度） 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
2011 財務部経理課 物品 物品管理書類 物品管理書類（平成23年度） 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
2012 財務部経理課 物品 物品管理書類 物品管理書類（平成24年度） 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
2013 財務部経理課 物品 物品管理書類 物品管理書類（平成25年度） 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
2014 財務部経理課 物品 物品管理書類 物品管理書類（平成26年度） 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
2015 財務部経理課 物品 物品管理書類 物品管理書類（平成27年度） 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
2016 財務部経理課 物品 物品管理書類 物品管理書類（平成28年度） 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
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2015 財務部経理課 物品 物品管理書類 物品管理（平成26～27年度） 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
2017 財務部経理課 物品 物品管理書類 物品管理（平成28～29年度） 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
2013 財務部経理課 施設管理 宿舎関係 宿舎事務担当者用（平成23～25年度） 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
2015 財務部経理課 施設管理 宿舎関係 宿舎使用料の徴収について（平成25～27年度） 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
2017 財務部経理課 施設管理 宿舎関係 宿舎貸与申請・契約（平成29年度） 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
2018 財務部経理課 施設管理 宿舎関係 宿舎貸与申請・契約（平成30年度） 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
2019 財務部経理課 施設管理 宿舎関係 宿舎貸与申請・契約（平成31年度） 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
2018 財務部経理課 施設管理 宿舎関係 高洲第一団地 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
2018 財務部経理課 施設管理 宿舎関係 高洲第二団地 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
2018 財務部経理課 施設管理 宿舎関係 タカソービル 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
2018 財務部経理課 施設管理 宿舎関係 千葉大学（谷津宿舎） 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
2018 財務部経理課 施設管理 宿舎関係 真砂第一団地 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
2018 財務部経理課 施設管理 宿舎関係 真砂第二団地 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
2018 財務部経理課 施設管理 宿舎関係 品川テラス 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
2018 財務部経理課 施設管理 宿舎関係 宿舎各種 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
2010 財務部経理課 施設管理 宿舎関係 宿舎関係書類（平成22年度） 経理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
2011 財務部経理課 施設管理 宿舎関係 宿舎関係書類（平成23年度） 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
2012 財務部経理課 施設管理 宿舎関係 宿舎関係書類（平成24年度） 経理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
2013 財務部経理課 施設管理 宿舎関係 宿舎関係書類（平成25年度） 経理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
2014 財務部経理課 施設管理 宿舎関係 宿舎関係書類（平成26年度） 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
2015 財務部経理課 施設管理 宿舎関係 宿舎関係書類（平成27年度） 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
2016 財務部経理課 施設管理 宿舎関係 宿舎関係書類（平成28年度） 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
2015 財務部経理課 施設管理 宿舎関係 宿舎・契約（入居・契約更新・契約解除）No1（平成27年度） 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
2015 財務部経理課 施設管理 宿舎関係 宿舎・契約（入居・契約更新・契約解除）No2（平成27年度） 経理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
2014 財務部経理課 施設管理 宿舎関係 宿舎・契約（入居・契約更新・契約解除）（平成26年度） 経理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
2019 財務部経理課 施設管理 不動産取得・借入・貸付等 埼玉ＳＣ共益費関係（平成31年度） 経理課長 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 若葉会館 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
2019 財務部経理課 施設管理 不動産取得・借入・貸付等 01北海道学習センター・旭川サテライトスペース１ 経理課長 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 若葉会館 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
2019 財務部経理課 施設管理 不動産取得・借入・貸付等 01北海道学習センター・旭川サテライトスペース２ 経理課長 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 若葉会館 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
2019 財務部経理課 施設管理 不動産取得・借入・貸付等 02青森学習センター・八戸サテライトスペース１ 経理課長 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 若葉会館 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
2019 財務部経理課 施設管理 不動産取得・借入・貸付等 02青森学習センター・八戸サテライトスペース２ 経理課長 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 若葉会館 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
2019 財務部経理課 施設管理 不動産取得・借入・貸付等 03岩手学習センター１ 経理課長 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 若葉会館 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
2019 財務部経理課 施設管理 不動産取得・借入・貸付等 03岩手学習センター２ 経理課長 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 若葉会館 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
2019 財務部経理課 施設管理 不動産取得・借入・貸付等 04宮城学習センター１ 経理課長 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 若葉会館 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
2019 財務部経理課 施設管理 不動産取得・借入・貸付等 05秋田学習センター１ 経理課長 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 若葉会館 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
2019 財務部経理課 施設管理 不動産取得・借入・貸付等 06山形学習センター１ 経理課長 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 若葉会館 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
2019 財務部経理課 施設管理 不動産取得・借入・貸付等 07福島学習センター・いわきサテライトスペース１ 経理課長 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 若葉会館 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
2019 財務部経理課 施設管理 不動産取得・借入・貸付等 08茨城学習センター１ 経理課長 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 若葉会館 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
2019 財務部経理課 施設管理 不動産取得・借入・貸付等 09栃木学習センター１ 経理課長 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 若葉会館 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
2019 財務部経理課 施設管理 不動産取得・借入・貸付等 10群馬学習センター１ 経理課長 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 若葉会館 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
2019 財務部経理課 施設管理 不動産取得・借入・貸付等 10群馬学習センター２ 経理課長 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 若葉会館 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
2019 財務部経理課 施設管理 不動産取得・借入・貸付等 11埼玉学習センター１ 経理課長 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 若葉会館 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
2019 財務部経理課 施設管理 不動産取得・借入・貸付等 11埼玉学習センター２ 経理課長 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 若葉会館 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
2019 財務部経理課 施設管理 不動産取得・借入・貸付等 11埼玉学習センター３ 経理課長 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 若葉会館 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
2019 財務部経理課 施設管理 不動産取得・借入・貸付等 11埼玉学習センター４ 経理課長 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 若葉会館 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
2019 財務部経理課 施設管理 不動産取得・借入・貸付等 12東京第一学習センター１ 経理課長 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 若葉会館 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
2019 財務部経理課 施設管理 不動産取得・借入・貸付等 12東京第一学習センター２ 経理課長 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 若葉会館 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
2019 財務部経理課 施設管理 不動産取得・借入・貸付等 12東京第一学習センター３ 経理課長 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 若葉会館 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
2019 財務部経理課 施設管理 不動産取得・借入・貸付等 13東京渋谷学習センター１ 経理課長 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 若葉会館 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
2019 財務部経理課 施設管理 不動産取得・借入・貸付等 13東京渋谷学習センター２ 経理課長 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 若葉会館 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
2019 財務部経理課 施設管理 不動産取得・借入・貸付等 14東京文京学習センター１ 経理課長 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 若葉会館 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
2019 財務部経理課 施設管理 不動産取得・借入・貸付等 14東京文京学習センター２ 経理課長 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 若葉会館 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
2019 財務部経理課 施設管理 不動産取得・借入・貸付等 14東京文京学習センター３ 経理課長 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 若葉会館 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
2019 財務部経理課 施設管理 不動産取得・借入・貸付等 14東京文京学習センター４ 経理課長 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 若葉会館 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
2019 財務部経理課 施設管理 不動産取得・借入・貸付等 15東京足立学習センター１ 経理課長 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 若葉会館 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
2019 財務部経理課 施設管理 不動産取得・借入・貸付等 15東京足立学習センター２ 経理課長 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 若葉会館 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
2019 財務部経理課 施設管理 不動産取得・借入・貸付等 15東京足立学習センター３ 経理課長 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 若葉会館 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
2019 財務部経理課 施設管理 不動産取得・借入・貸付等 16東京多摩学習センター１ 経理課長 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 若葉会館 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
2019 財務部経理課 施設管理 不動産取得・借入・貸付等 17神奈川学習センター１ 経理課長 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 若葉会館 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
2019 財務部経理課 施設管理 不動産取得・借入・貸付等 17神奈川学習センター２ 経理課長 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 若葉会館 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
2019 財務部経理課 施設管理 不動産取得・借入・貸付等 18新潟学習センター１ 経理課長 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 若葉会館 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
2019 財務部経理課 施設管理 不動産取得・借入・貸付等 19富山学習センター１ 経理課長 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 若葉会館 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
2019 財務部経理課 施設管理 不動産取得・借入・貸付等 20石川学習センター１ 経理課長 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 若葉会館 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
2019 財務部経理課 施設管理 不動産取得・借入・貸付等 21福井学習センター１ 経理課長 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 若葉会館 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
2019 財務部経理課 施設管理 不動産取得・借入・貸付等 22山梨学習センター１ 経理課長 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 若葉会館 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
2019 財務部経理課 施設管理 不動産取得・借入・貸付等 22山梨学習センター２ 経理課長 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 若葉会館 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
2019 財務部経理課 施設管理 不動産取得・借入・貸付等 22山梨学習センター３ 経理課長 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 若葉会館 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
2019 財務部経理課 施設管理 不動産取得・借入・貸付等 22山梨学習センター４ 経理課長 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 若葉会館 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
2019 財務部経理課 施設管理 不動産取得・借入・貸付等 22山梨学習センター５ 経理課長 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 若葉会館 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
2019 財務部経理課 施設管理 不動産取得・借入・貸付等 23長野学習センター１ 経理課長 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 若葉会館 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
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2019 財務部経理課 施設管理 不動産取得・借入・貸付等 23長野学習センター２ 経理課長 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 若葉会館 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
2019 財務部経理課 施設管理 不動産取得・借入・貸付等 23長野学習センター３ 経理課長 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 若葉会館 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
2019 財務部経理課 施設管理 不動産取得・借入・貸付等 23長野学習センター４ 経理課長 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 若葉会館 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
2019 財務部経理課 施設管理 不動産取得・借入・貸付等 24岐阜学習センター１ 経理課長 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 若葉会館 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
2019 財務部経理課 施設管理 不動産取得・借入・貸付等 25静岡学習センター１ 経理課長 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 若葉会館 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
2019 財務部経理課 施設管理 不動産取得・借入・貸付等 26愛知学習センター１ 経理課長 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 若葉会館 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
2019 財務部経理課 施設管理 不動産取得・借入・貸付等 27三重学習センター１ 経理課長 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 若葉会館 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
2019 財務部経理課 施設管理 不動産取得・借入・貸付等 28滋賀学習センター１ 経理課長 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 若葉会館 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
2019 財務部経理課 施設管理 不動産取得・借入・貸付等 29京都学習センター１ 経理課長 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 若葉会館 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
2019 財務部経理課 施設管理 不動産取得・借入・貸付等 30大阪学習センター１ 経理課長 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 若葉会館 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
2019 財務部経理課 施設管理 不動産取得・借入・貸付等 31兵庫学習センター・姫路サテライトスペース１ 経理課長 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 若葉会館 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
2019 財務部経理課 施設管理 不動産取得・借入・貸付等 32奈良学習センター１ 経理課長 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 若葉会館 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
2019 財務部経理課 施設管理 不動産取得・借入・貸付等 33和歌山学習センター１ 経理課長 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 若葉会館 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
2019 財務部経理課 施設管理 不動産取得・借入・貸付等 34鳥取学習センター１ 経理課長 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 若葉会館 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
2019 財務部経理課 施設管理 不動産取得・借入・貸付等 35島根学習センター１ 経理課長 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 若葉会館 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
2019 財務部経理課 施設管理 不動産取得・借入・貸付等 36岡山学習センター１ 経理課長 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 若葉会館 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
2019 財務部経理課 施設管理 不動産取得・借入・貸付等 37広島学習センター・福山サテライトスペース１ 経理課長 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 若葉会館 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
2019 財務部経理課 施設管理 不動産取得・借入・貸付等 37広島学習センター・福山サテライトスペース２ 経理課長 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 若葉会館 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
2019 財務部経理課 施設管理 不動産取得・借入・貸付等 38山口学習センター１ 経理課長 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 若葉会館 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
2019 財務部経理課 施設管理 不動産取得・借入・貸付等 39徳島学習センター１ 経理課長 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 若葉会館 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
2019 財務部経理課 施設管理 不動産取得・借入・貸付等 40香川学習センター１ 経理課長 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 若葉会館 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
2019 財務部経理課 施設管理 不動産取得・借入・貸付等 41愛媛学習センター１ 経理課長 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 若葉会館 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
2019 財務部経理課 施設管理 不動産取得・借入・貸付等 42高知学習センター１ 経理課長 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 若葉会館 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
2019 財務部経理課 施設管理 不動産取得・借入・貸付等 43福岡学習センター・北九州サテライトスペース１ 経理課長 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 若葉会館 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
2019 財務部経理課 施設管理 不動産取得・借入・貸付等 43福岡学習センター・北九州サテライトスペース２ 経理課長 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 若葉会館 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
2019 財務部経理課 施設管理 不動産取得・借入・貸付等 44佐賀学習センター１ 経理課長 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 若葉会館 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
2019 財務部経理課 施設管理 不動産取得・借入・貸付等 45長崎学習センター１ 経理課長 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 若葉会館 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
2019 財務部経理課 施設管理 不動産取得・借入・貸付等 46熊本学習センター１ 経理課長 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 若葉会館 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
2019 財務部経理課 施設管理 不動産取得・借入・貸付等 47大分学習センター１ 経理課長 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 若葉会館 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
2019 財務部経理課 施設管理 不動産取得・借入・貸付等 48宮崎学習センター１ 経理課長 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 若葉会館 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
2019 財務部経理課 施設管理 不動産取得・借入・貸付等 49鹿児島学習センター１ 経理課長 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 若葉会館 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
2019 財務部経理課 施設管理 不動産取得・借入・貸付等 50沖縄学習センター１ 経理課長 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 若葉会館 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
2008 財務部経理課 施設管理 不動産取得・借入・貸付等 群馬・世田谷・神奈川学習センターの国（関東財務局）からの土地借用関係（平成16～20） 経理課長 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 若葉会館 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
2004 財務部経理課 施設管理 不動産取得・借入・貸付等 土地建物借入関係綴（平成16年度） 経理課長 2005/5/1 30年 2035/3/31 紙 若葉会館 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
2005 財務部経理課 施設管理 不動産取得・借入・貸付等 土地建物借入関係綴（私大分）（平成17年度） 経理課長 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 若葉会館 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
2006 財務部経理課 施設管理 不動産取得・借入・貸付等 土地建物借入関係綴（平成18年度） 経理課長 2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 若葉会館 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
2007 財務部経理課 施設管理 不動産取得・借入・貸付等 土地建物借入関係綴（平成19年度） 経理課長 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 若葉会館 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
2008 財務部経理課 施設管理 不動産取得・借入・貸付等 土地建物借入関係綴（平成20年度） 経理課長 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 若葉会館 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
2008 財務部経理課 施設管理 不動産取得・借入・貸付等 土地建物借入関係綴（平成20年度） 経理課長 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 若葉会館 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
2009 財務部経理課 施設管理 不動産取得・借入・貸付等 土地建物借入契約書（平成21年度） 経理課長 2010/4/1 30年 2040/3/31 紙 若葉会館 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
2010 財務部経理課 施設管理 不動産取得・借入・貸付等 土地建物借入関係綴（平成22年度） 経理課長 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙 若葉会館 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
2011 財務部経理課 施設管理 不動産取得・借入・貸付等 土地建物借入関係綴①（平成23年度） 経理課長 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 若葉会館 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
2011 財務部経理課 施設管理 不動産取得・借入・貸付等 土地建物借入関係綴②（平成23年度） 経理課長 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 若葉会館 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
2012 財務部経理課 施設管理 不動産取得・借入・貸付等 土地建物借入関係綴（平成24年度） 経理課長 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 若葉会館 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
2013 財務部経理課 施設管理 不動産取得・借入・貸付等 土地建物借入関係綴（平成25年度） 経理課長 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 若葉会館 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
2014 財務部経理課 施設管理 不動産取得・借入・貸付等 土地建物借入関係綴（平成26年度） 経理課長 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 若葉会館 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
2015 財務部経理課 施設管理 不動産取得・借入・貸付等 土地建物借入関係綴（平成27年度） 経理課長 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 若葉会館 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
2016 財務部経理課 施設管理 不動産取得・借入・貸付等 土地建物借入関係綴（平成28年度） 経理課長 2017/4/1 30年 2048/3/31 紙 若葉会館 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
2017 財務部経理課 施設管理 不動産取得・借入・貸付等 土地建物賃貸借契約関係（平成29年度） 経理課長 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
2018 財務部経理課 施設管理 不動産取得・借入・貸付等 土地建物賃貸借契約関係（平成30年度） 経理課長 2019/4/1 30年 2049/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
2019 財務部経理課 施設管理 不動産取得・借入・貸付等 土地建物賃貸借契約関係（平成31年度） 経理課長 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
2000 財務部経理課 施設管理 不動産取得・借入・貸付等 学園財産の使用許可Vol．７（平成11～12年度） 経理課長 2001/4/1 30年 2031/3/31 紙 若葉会館 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
2000 財務部経理課 施設管理 不動産取得・借入・貸付等 学園財産の使用許可　８ 経理課長 2003/4/1 30年 2033/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
2003 財務部経理課 施設管理 不動産取得・借入・貸付等 学園財産の使用許可Vol．９（平成14～15年度） 経理課長 2004/4/1 30年 2034/3/31 紙 若葉会館 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
2005 財務部経理課 施設管理 不動産取得・借入・貸付等 学園財産の使用許可　１０ 経理課長 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
2010 財務部経理課 施設管理 不動産取得・借入・貸付等 建物使用承諾関係（平成22年度） 経理課長 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙 若葉会館 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
2011 財務部経理課 施設管理 不動産取得・借入・貸付等 建物使用承諾関係（平成23年度） 経理課長 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 若葉会館 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
2012 財務部経理課 施設管理 不動産取得・借入・貸付等 建物使用承諾関係（平成24年度） 経理課長 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 若葉会館 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
2013 財務部経理課 施設管理 不動産取得・借入・貸付等 建物使用承諾関係（平成25年度） 経理課長 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 若葉会館 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
2014 財務部経理課 施設管理 不動産取得・借入・貸付等 建物使用承諾関係（平成26年度） 経理課長 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 若葉会館 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
2015 財務部経理課 施設管理 不動産取得・借入・貸付等 建物使用承諾関係（平成27年度） 経理課長 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 若葉会館 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
2016 財務部経理課 施設管理 不動産取得・借入・貸付等 建物使用承諾関係（平成28年度） 経理課長 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 若葉会館 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
2017 財務部経理課 施設管理 不動産取得・借入・貸付等 財産使用許諾（貸付）関係（平成29年度） 経理課長 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
2018 財務部経理課 施設管理 不動産取得・借入・貸付等 財産使用許諾（貸付）関係（平成30年度） 経理課長 2019/4/1 30年 2049/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
2019 財務部経理課 施設管理 不動産取得・借入・貸付等 財産使用許諾（貸付）関係（平成31年度） 経理課長 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
2012 財務部経理課 施設管理 不動産取得・借入・貸付等 使用許可・契約書関係（平成24年度） 経理課長 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 若葉会館 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
2013 財務部経理課 施設管理 不動産取得・借入・貸付等 使用許可・契約書関係（平成25年度） 経理課長 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 若葉会館 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
2014 財務部経理課 施設管理 不動産取得・借入・貸付等 使用許可・契約書関係（平成26年度） 経理課長 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 若葉会館 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
2015 財務部経理課 施設管理 不動産取得・借入・貸付等 使用許可・契約書関係（平成27年度） 経理課長 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 若葉会館 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
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措置結果
2016 財務部経理課 施設管理 不動産取得・借入・貸付等 使用許可・契約書関係（平成28年度） 経理課長 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 若葉会館 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
2017 財務部経理課 施設管理 不動産取得・借入・貸付等 使用許可書・契約書関係（平成29年度） 経理課長 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
2018 財務部経理課 施設管理 不動産取得・借入・貸付等 使用許可書・契約書関係（平成30年度） 経理課長 2019/4/1 30年 2049/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
2019 財務部経理課 施設管理 不動産取得・借入・貸付等 使用許可・契約書関係（平成31年度） 経理課長 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 若葉会館 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
1984 財務部経理課 施設管理 不動産取得・借入・貸付等 放送局関係　財産借入れ（昭和59年度） 経理課長 1985/4/1 60年 2045/3/31 紙 若葉会館 財務部経理課長 財産管理係 廃棄 当初の保存期間満了日:2015年3月31日　延長期間:30年

1985 財務部経理課 施設管理 不動産取得・借入・貸付等 放送局関係２（昭和60年度） 経理課長 1986/4/1 60年 2046/3/31 紙 若葉会館 財務部経理課長 財産管理係 廃棄 当初の保存期間満了日:2016年3月31日　延長期間:30年

1989 財務部経理課 施設管理 不動産取得・借入・貸付等 放送局関係３（昭和61～平成元年度） 経理課長 1990/4/1 60年 2050/3/31 紙 若葉会館 財務部経理課長 財産管理係 廃棄 当初の保存期間満了日:2020年3月31日　延長期間:30年

2000 財務部経理課 施設管理 不動産取得・借入・貸付等 放送局関係４（平成8～12年度） 経理課長 2001/4/1 30年 2031/3/31 紙 若葉会館 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
2001 財務部経理課 施設管理 不動産取得・借入・貸付等 放送局関係５（平成12～13年度） 経理課長 2002/4/1 30年 2032/3/31 紙 若葉会館 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
2006 財務部経理課 施設管理 不動産取得・借入・貸付等 放送局関係６（平成16～18年度） 経理課長 2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 若葉会館 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
2006 財務部経理課 施設管理 不動産取得・借入・貸付等 放送局関係７（平成16～18年度） 経理課長 2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 若葉会館 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
2007 財務部経理課 施設管理 不動産取得・借入・貸付等 放送局関係８（平成17～19年度） 経理課長 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 若葉会館 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
2009 財務部経理課 施設管理 不動産取得・借入・貸付等 放送局関係９（平成19～21年度） 経理課長 2010/4/1 30年 2040/3/31 紙 若葉会館 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
2011 財務部経理課 施設管理 不動産取得・借入・貸付等 補助金による取得財産の処分について（平成14～23年度） 経理課長 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 若葉会館 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
2006 財務部経理課 施設管理 不動産取得・借入・貸付等 地上デジタルテレビ放送（前橋デジタル送信所）（平成16～18年度） 経理課長 2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 若葉会館 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
2011 財務部経理課 施設管理 不動産取得・借入・貸付等 勝どき５丁目電波・伝搬障害対策関係資料について（平成21～23年度） 経理課長 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 若葉会館 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
2005 財務部経理課 施設管理 不動産取得・借入・貸付等 東京タワー内に設置された共有施設等に係る無償譲渡契約（東京MXTV)（平成17年度） 経理課長 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 若葉会館 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
2019 財務部経理課 施設管理 不動産取得・借入・貸付等 東京タワー賃貸借契約関係1/3 経理課長 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 若葉会館 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
2019 財務部経理課 施設管理 不動産取得・借入・貸付等 東京タワー賃貸借契約関係2/3 経理課長 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 若葉会館 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
2019 財務部経理課 施設管理 不動産取得・借入・貸付等 東京タワー賃貸借契約関係3/3 経理課長 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 若葉会館 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
2008 財務部経理課 施設管理 不動産取得・借入・貸付等 平成20年度メディア教育開発センター廃止引継会計WG関係資料 経理課長 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 若葉会館 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
2008 財務部経理課 施設管理 不動産取得・借入・貸付等 東京タワーSTLアンテナ移設（都市再生機構）（平成19～20年度） 経理課長 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 若葉会館 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
2011 財務部経理課 施設管理 不動産取得・借入・貸付等 花見川固定局契約関係（平成19～23年度） 経理課長 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 若葉会館 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
1987 財務部経理課 施設管理 不動産取得・借入・貸付等 本部土地借用購入１（昭和57～62年度） 経理課長 1988/4/1 60年 2048/3/31 紙 若葉会館 財務部経理課長 財産管理係 廃棄 当初の保存期間満了日:2018年3月31日　延長期間:30年

1989 財務部経理課 施設管理 不動産取得・借入・貸付等 本部土地借用購入２（昭和62～平成元年度） 経理課長 1990/4/1 60年 2050/3/31 紙 若葉会館 財務部経理課長 財産管理係 廃棄 当初の保存期間満了日:2020年3月31日　延長期間:30年

1989 財務部経理課 施設管理 不動産取得・借入・貸付等 本部土地借用購入３（平成元年度） 経理課長 1990/4/1 60年 2050/3/31 紙 若葉会館 財務部経理課長 財産管理係 廃棄 当初の保存期間満了日:2020年3月31日　延長期間:30年

1992 財務部経理課 施設管理 不動産取得・借入・貸付等 本部土地借用購入４（平成2～4年度） 経理課長 1993/4/1 30年 2023/3/31 紙 若葉会館 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
1995 財務部経理課 施設管理 不動産取得・借入・貸付等 本部土地借用購入５（平成5～7年度） 経理課長 1996/4/1 30年 2026/3/31 紙 若葉会館 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
2003 財務部経理課 施設管理 不動産取得・借入・貸付等 本部土地借用購入6（平成8～15年度） 経理課長 2004/4/1 30年 2034/3/31 紙 若葉会館 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
2006 財務部経理課 施設管理 不動産取得・借入・貸付等 本部土地借用購入７（平成15～18年度） 経理課長 2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 若葉会館 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
1984 財務部経理課 施設管理 不動産取得・借入・貸付等 現物出資関係１（昭和58～59年度） 経理課長 1985/4/1 60年 2045/3/31 紙 若葉会館 財務部経理課長 財産管理係 廃棄 当初の保存期間満了日:2015年3月31日　延長期間:30年

1984 財務部経理課 施設管理 不動産取得・借入・貸付等 現物出資関係２（昭和59年度） 経理課長 1985/4/1 60年 2045/3/31 紙 若葉会館 財務部経理課長 財産管理係 廃棄 当初の保存期間満了日:2015年3月31日　延長期間:30年

1985 財務部経理課 施設管理 不動産取得・借入・貸付等 現物出資関係３（昭和59～60年度） 経理課長 1986/4/1 60年 2046/3/31 紙 若葉会館 財務部経理課長 財産管理係 廃棄 当初の保存期間満了日:2016年3月31日　延長期間:30年

1986 財務部経理課 施設管理 不動産取得・借入・貸付等 現物出資関係４（昭和60～61年度） 経理課長 1987/4/1 60年 2047/3/31 紙 若葉会館 財務部経理課長 財産管理係 廃棄 当初の保存期間満了日:2017年3月31日　延長期間:30年

1984 財務部経理課 施設管理 不動産取得・借入・貸付等 【NIME】行政財産の取得関係その１（昭和55～59年度） 経理課長 1985/4/1 60年 2045/3/31 紙 若葉会館 財務部経理課長 財産管理係 廃棄 当初の保存期間満了日:2015年3月31日　延長期間:30年

1989 財務部経理課 施設管理 不動産取得・借入・貸付等 【NIME】行政財産の取得関係その２（平成元年度） 経理課長 1990/4/1 30年 2050/3/31 紙 若葉会館 財務部経理課長 財産管理係 廃棄 当初の保存期間満了日:2020年3月31日　延長期間:30年

1990 財務部経理課 施設管理 不動産取得・借入・貸付等 【NIME】行政財産の取得関係その３（平成2年度） 経理課長 1991/4/1 30年 2021/3/31 紙 若葉会館 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
1990 財務部経理課 施設管理 不動産取得・借入・貸付等 【NIME】行政財産の取得関係その４（平成2年度） 経理課長 1991/4/1 30年 2021/3/31 紙 若葉会館 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
1991 財務部経理課 施設管理 不動産取得・借入・貸付等 【NIME】行政財産の取得関係その５（平成3年度） 経理課長 1992/4/1 30年 2022/3/31 紙 若葉会館 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
1992 財務部経理課 施設管理 不動産取得・借入・貸付等 【NIME】行政財産の取得関係その６（平成4年度） 経理課長 1993/4/1 30年 2023/3/31 紙 若葉会館 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
1994 財務部経理課 施設管理 不動産取得・借入・貸付等 【NIME】行政財産の取得関係その７（平成5～6年度） 経理課長 1995/4/1 30年 2025/3/31 紙 若葉会館 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
2013 財務部経理課 施設管理 不動産取得・借入・貸付等 【NIME】行政財産の取得関係その８（平成10～15年度） 経理課長 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 若葉会館 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
2003 財務部経理課 施設管理 不動産取得・借入・貸付等 【NIME】メディア教育開発センター各種ケーブル敷設用地借入関係２（平成8～15） 経理課長 2004/4/1 30年 2034/3/31 紙 若葉会館 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
1983 財務部経理課 施設管理 不動産取得・借入・貸付等 会計仮事務所関係（昭和56～58年度） 経理課長 1984/4/1 60年 2044/3/31 紙 若葉会館 財務部経理課長 財産管理係 廃棄 当初の保存期間満了日:2014年3月31日　延長期間:30年

2004 財務部経理課 施設管理 不動産取得・借入・貸付等 平成１６年度　自販機関係 経理課長 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
2005 財務部経理課 施設管理 不動産取得・借入・貸付等 自動販売機関係２（平成17年度） 経理課長 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 若葉会館 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
2004 財務部経理課 施設管理 不動産取得・借入・貸付等 原義書綴（平成14～16年度） 経理課長 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 若葉会館 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
2011 財務部経理課 施設管理 不動産取得・借入・貸付等 資産廃却関連（平成18～23年度） 経理課長 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 若葉会館 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
2012 財務部経理課 施設管理 不動産取得・借入・貸付等 財産処分関係（平成24年度） 経理課長 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 若葉会館 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
2011 財務部経理課 施設管理 不動産取得・借入・貸付等 重要な財産（東京タワーアンテナ）（平成23年度） 経理課長 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 若葉会館 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
2013 財務部経理課 施設管理 不動産取得・借入・貸付等 重要な財産（花見川固定局土地）（平成24～25年度） 経理課長 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 若葉会館 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
2011 財務部経理課 施設管理 不動産取得・借入・貸付等 東京連絡所２（平成23年度） 経理課長 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
2006 財務部経理課 施設管理 不動産取得・借入・貸付等 大宮情報文化センター関係（平成18年度） 経理課長 2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 若葉会館 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
1987 財務部経理課 施設管理 不動産取得・借入・貸付等 登記関係１（昭和61～62年度） 経理課長 1988/4/1 60年 2048/3/31 紙 若葉会館 財務部経理課長 財産管理係 廃棄 当初の保存期間満了日:2018年3月31日　延長期間:30年

2003 財務部経理課 施設管理 不動産取得・借入・貸付等 登記関係（平成12～15年度） 経理課長 2004/4/1 30年 2034/3/31 紙 若葉会館 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
1979 財務部経理課 施設管理 不動産取得・借入・貸付等 不動産関係書類（昭和54年度） 会計課長 1980/4/1 60年 2040/3/31 紙 若葉会館 財務部経理課長 財産管理係 廃棄 当初の保存期間満了日:2010年3月31日　延長期間:30年

1980 財務部経理課 施設管理 不動産取得・借入・貸付等 不動産関係書類（昭和55年度） 会計課長 1981/4/1 60年 2041/3/31 紙 若葉会館 財務部経理課長 財産管理係 廃棄 当初の保存期間満了日:2011年3月31日  延長期間:30年

1981 財務部経理課 施設管理 不動産取得・借入・貸付等 不動産関係書類（昭和56年度） 会計課長 1982/4/1 60年 2042/3/31 紙 若葉会館 財務部経理課長 財産管理係 廃棄 当初の保存期間満了日:2012年3月31日  延長期間:30年

1982 財務部経理課 施設管理 不動産取得・借入・貸付等 不動産関係書類（昭和57年度） 会計課長 1983/4/1 60年 2043/3/31 紙 若葉会館 財務部経理課長 財産管理係 廃棄 当初の保存期間満了日:2013年3月31日  延長期間:30年

1983 財務部経理課 施設管理 不動産取得・借入・貸付等 不動産関係書類（昭和58年度） 会計課長 1984/4/1 60年 2044/3/31 紙 若葉会館 財務部経理課長 財産管理係 廃棄 当初の保存期間満了日:2014年3月31日  延長期間:30年

1984 財務部経理課 施設管理 不動産取得・借入・貸付等 不動産関係書類（昭和59年度） 会計課長 1985/4/1 60年 2045/3/31 紙 若葉会館 財務部経理課長 財産管理係 廃棄 当初の保存期間満了日:2015年3月31日  延長期間:30年

1985 財務部経理課 施設管理 不動産取得・借入・貸付等 不動産関係書類（昭和60年度） 会計課長 1986/4/1 60年 2046/3/31 紙 若葉会館 財務部経理課長 財産管理係 廃棄 当初の保存期間満了日:2016年3月31日  延長期間:30年

1986 財務部経理課 施設管理 不動産取得・借入・貸付等 不動産関係書類（昭和61年度） 会計課長 1987/4/1 60年 2047/3/31 紙 若葉会館 財務部経理課長 財産管理係 廃棄 当初の保存期間満了日:2017年3月31日　延長期間:30年

1987 財務部経理課 施設管理 不動産取得・借入・貸付等 不動産関係書類（昭和62年度） 会計課長 1988/4/1 60年 2048/3/31 紙 若葉会館 財務部経理課長 財産管理係 廃棄 当初の保存期間満了日:2018年3月31日　延長期間:30年

1988 財務部経理課 施設管理 不動産取得・借入・貸付等 不動産関係書類（昭和63年度） 会計課長 1989/4/1 60年 2049/3/31 紙 若葉会館 財務部経理課長 財産管理係 廃棄 当初の保存期間満了日:2019年3月31日　延長期間:30年

1990 財務部経理課 施設管理 不動産取得・借入・貸付等 不動産関係書類（平成2年度） 会計課長 1991/4/1 30年 2021/3/31 紙 若葉会館 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
1991 財務部経理課 施設管理 不動産取得・借入・貸付等 不動産関係書類（平成3年度） 会計課長 1992/4/1 30年 2022/3/31 紙 若葉会館 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
1992 財務部経理課 施設管理 不動産取得・借入・貸付等 不動産関係書類（平成4年度） 会計課長 1993/4/1 30年 2023/3/31 紙 若葉会館 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
1993 財務部経理課 施設管理 不動産取得・借入・貸付等 不動産関係書類（平成5年度） 会計課長 1994/4/1 30年 2024/3/31 紙 若葉会館 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
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1994 財務部経理課 施設管理 不動産取得・借入・貸付等 不動産関係書類（平成6年度） 会計課長 1995/4/1 30年 2025/3/31 紙 若葉会館 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
1995 財務部経理課 施設管理 不動産取得・借入・貸付等 不動産関係書類（平成7年度） 会計課長 1996/4/1 30年 2026/3/31 紙 若葉会館 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
1996 財務部経理課 施設管理 不動産取得・借入・貸付等 不動産関係書類（平成8年度） 会計課長 1997/4/1 30年 2027/3/31 紙 若葉会館 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
1997 財務部経理課 施設管理 不動産取得・借入・貸付等 不動産関係書類（平成9年度） 会計課長 1998/4/1 30年 2028/3/31 紙 若葉会館 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
1998 財務部経理課 施設管理 不動産取得・借入・貸付等 不動産関係書類（平成10年度） 会計課長 1999/4/1 30年 2029/3/31 紙 若葉会館 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
1999 財務部経理課 施設管理 不動産取得・借入・貸付等 不動産関係書類（平成11年度） 会計課長 2000/4/1 30年 2030/3/31 紙 若葉会館 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
2000 財務部経理課 施設管理 不動産取得・借入・貸付等 不動産関係書類（平成12年度） 会計課長 2001/4/1 30年 2031/3/31 紙 若葉会館 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
2001 財務部経理課 施設管理 不動産取得・借入・貸付等 不動産関係書類（平成13年度） 経理課長 2002/4/1 30年 2032/3/31 紙 若葉会館 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
2002 財務部経理課 施設管理 不動産取得・借入・貸付等 不動産関係書類（平成14年度） 経理課長 2003/4/1 30年 2033/3/31 紙 若葉会館 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
2003 財務部経理課 施設管理 不動産取得・借入・貸付等 不動産関係書類（平成15年度） 経理課長 2004/4/1 30年 2034/3/31 紙 若葉会館 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
2004 財務部経理課 施設管理 不動産取得・借入・貸付等 不動産関係書類（平成16年度） 経理課長 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 若葉会館 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
2005 財務部経理課 施設管理 不動産取得・借入・貸付等 不動産関係書類（平成17年度） 経理課長 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 若葉会館 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
2006 財務部経理課 施設管理 不動産取得・借入・貸付等 不動産関係書類（平成18年度） 経理課長 2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 若葉会館 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
2007 財務部経理課 施設管理 不動産取得・借入・貸付等 不動産関係書類（平成19年度） 経理課長 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 若葉会館 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
2008 財務部経理課 施設管理 不動産取得・借入・貸付等 不動産関係書類（平成20年度） 経理課長 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 若葉会館 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
2009 財務部経理課 施設管理 不動産取得・借入・貸付等 不動産関係書類（平成21年度） 経理課長 2010/4/1 30年 2040/3/31 紙 若葉会館 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
2010 財務部経理課 施設管理 不動産取得・借入・貸付等 不動産関係書類（平成22年度） 経理課長 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙 若葉会館 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
2011 財務部経理課 施設管理 不動産取得・借入・貸付等 不動産関係書類（平成23年度） 経理課長 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 若葉会館 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
2012 財務部経理課 施設管理 不動産取得・借入・貸付等 不動産関係書類（平成24年度） 経理課長 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 若葉会館 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
2013 財務部経理課 施設管理 不動産取得・借入・貸付等 不動産関係書類（平成25年度） 経理課長 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 若葉会館 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
2014 財務部経理課 施設管理 不動産取得・借入・貸付等 不動産関係書類（平成26年度） 経理課長 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 若葉会館 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
2015 財務部経理課 施設管理 不動産取得・借入・貸付等 不動産関係書類（平成27年度） 経理課長 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 若葉会館 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
2016 財務部経理課 施設管理 不動産取得・借入・貸付等 不動産関係書類（平成28年度） 経理課長 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 若葉会館 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
2017 財務部経理課 施設管理 不動産管理 埼玉ＳＣ共益費関係（平成29年度） 経理課長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
2018 財務部経理課 施設管理 不動産管理 埼玉ＳＣ共益費関係（平成30年度） 経理課長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
2019 財務部経理課 施設管理 不動産管理 埼玉ＳＣ共益費関係（平成31年度） 経理課長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
2017 財務部経理課 施設管理 不動産一時使用関係 テニスコート・グランド申込書承諾書綴り（平成２９年度１２～３月） 経理課長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
2017 財務部経理課 施設管理 不動産一時使用関係 テニスコート・グランド申込書承諾書綴り（平成２９年度４～７月） 経理課長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
2017 財務部経理課 施設管理 不動産一時使用関係 テニスコート・グランド申込書承諾書綴り（平成２９年度８～１１月） 経理課長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
2018 財務部経理課 施設管理 不動産一時使用関係 テニスコート・グランド申込書承諾書綴り（平成３０年度１２～３月） 経理課長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
2018 財務部経理課 施設管理 不動産一時使用関係 テニスコート・グランド申込書承諾書綴り（平成３０年度４～７月） 経理課長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
2018 財務部経理課 施設管理 不動産一時使用関係 テニスコート・グランド申込書承諾書綴り（平成３０年度８～１１月） 経理課長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
2019 財務部経理課 施設管理 不動産一時使用関係 テニスコート・グランド申込書承諾書綴り12～3月（平成31年度） 経理課長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
2019 財務部経理課 施設管理 不動産一時使用関係 テニスコート・グランド申込書承諾書綴り4～7月（平成31年度） 経理課長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
2019 財務部経理課 施設管理 不動産一時使用関係 テニスコート・グランド申込書承諾書綴り8～11月（平成31年度） 経理課長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
2017 財務部経理課 施設管理 防災関係 防災関係（平成29年度） 経理課長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
2018 財務部経理課 施設管理 防災関係 防災関係（平成30年度） 経理課長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
2018 財務部経理課 施設管理 防災関係 防災管理点検報告書（平成28～30年度） 経理課長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
2017 財務部経理課 施設管理 監守計画関係 監守計画関係（平成29年度） 経理課長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
2018 財務部経理課 施設管理 監守計画関係 監守計画関係（平成30年度） 経理課長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
2019 財務部経理課 施設管理 監守計画関係 監守計画関係（平成31年度） 経理課長 2020/4/1 3年 2023/3/1 紙 経理課事務室 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
2011 財務部経理課 会計関係 原議書綴 概算要求（平成16～23年度） 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
2016 財務部経理課 会計関係 原議書綴 決算関係（平成28年度） 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
2017 財務部経理課 会計関係 原議書綴 減損会計・決算関係（平成29年度） 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
2018 財務部経理課 会計関係 原議書綴 決算関係（平成30年度） 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
2019 財務部経理課 会計関係 原議書綴 決算関係（平成31年度） 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
2011 財務部経理課 会計関係 原議書綴 放送教材複製許可４（平成23年度） 経理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
2016 財務部経理課 会計関係 原議書綴 放送教材使用許可関係（平成23～28年度） 経理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
2017 財務部経理課 会計関係 原議書綴 放送教材使用許可関係（平成29年度） 経理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
2018 財務部経理課 会計関係 原議書綴 放送教材使用許可関係（平成30年度） 経理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
2019 財務部経理課 会計関係 原議書綴 放送教材使用許可関係（平成31年度） 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 資料管理棟 財務部経理課長 財産管理係 廃棄
2019 財務部経理課 施設 施設関係書類 機械・原義書（平成31年度） 経理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 経理課事務室 財務部経理課長 施設Ｇ 廃棄
2014 学務部教務課 規程 学則・規程等の制定及び改正 学則・規程等の制定及び改正 学務部教務課長 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 教務課 学務部教務課長 教務係 廃棄
2004 学務部教務課 会議関係 教務委員会 教務委員会（平成16年度） 学務部教務課長 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 教務課 学務部教務課長 教務係 廃棄
2005 学務部教務課 会議関係 教務委員会 教務委員会（平成17年度） 学務部教務課長 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 教務課 学務部教務課長 教務係 廃棄
2006 学務部教務課 会議関係 教務委員会 教務委員会（平成18年度） 学務部教務課長 2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 教務課 学務部教務課長 教務係 廃棄
2007 学務部教務課 会議関係 教務委員会 教務委員会（平成19年度） 学務部教務課長 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 教務課 学務部教務課長 教務係 廃棄
2008 学務部教務課 会議関係 教務委員会 教務委員会（平成20年度） 学務部教務課長 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 教務課 学務部教務課長 教務係 廃棄
2009 学務部教務課 会議関係 教務委員会 教務委員会（平成21年度） 学務部教務課長 2010/4/1 30年 2040/3/31 紙 教務課 学務部教務課長 教務係 廃棄
2010 学務部教務課 会議関係 教務委員会 教務委員会（平成22年度） 学務部教務課長 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙 教務課 学務部教務課長 教務係 廃棄
2011 学務部教務課 会議関係 教務委員会 教務委員会（平成23年度） 学務部教務課長 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 教務課 学務部教務課長 教務係 廃棄
2012 学務部教務課 会議関係 教務委員会 教務委員会（平成24年度） 学務部教務課長 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 教務課 学務部教務課長 教務係 廃棄
2013 学務部教務課 会議関係 教務委員会 教務委員会（平成25年度） 学務部教務課長 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 教務課 学務部教務課長 教務係 廃棄
2014 学務部教務課 会議関係 教務委員会 教務委員会（平成26年度） 学務部教務課長 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 教務課 学務部教務課長 教務係 廃棄
2015 学務部教務課 会議関係 教務委員会 教務委員会（平成27年度） 学務部教務課長 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 教務課 学務部教務課長 教務係 廃棄
2016 学務部教務課 会議関係 教務委員会 教務委員会（平成28年度） 学務部教務課長 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 教務課 学務部教務課長 教務係 廃棄
2017 学務部教務課 会議関係 教務委員会 教務委員会（平成29年度） 学務部教務課長 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 教務課 学務部教務課長 教務係 廃棄
2018 学務部教務課 会議関係 教務委員会 教務委員会（平成30年度） 学務部教務課長 2019/4/1 30年 2049/3/31 紙 教務課 学務部教務課長 教務係 廃棄
2019 学務部教務課 会議関係 教務委員会 教務委員会（令和元年度） 学務部教務課長 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 教務課 学務部教務課長 教務係 廃棄
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2014 学務部教務課 会議関係 大学院博士後期課程委員会 2014（平成26）年度大学院博士後期課程委員会 学務部教務課長 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 資料管理棟 学務部教務課長 大学院企画・入試係 廃棄
2015 学務部教務課 会議関係 大学院博士後期課程委員会 2015（平成27）年度大学院博士後期課程委員会 学務部教務課長 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 教務課 学務部教務課長 大学院企画・入試係 廃棄
2016 学務部教務課 会議関係 大学院博士後期課程委員会 2016（平成28）年度大学院博士後期課程委員会 学務部教務課長 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 教務課 学務部教務課長 大学院企画・入試係 廃棄
2017 学務部教務課 会議関係 大学院博士後期課程委員会 2017（平成29）年度大学院博士後期課程委員会 学務部教務課長 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 教務課 学務部教務課長 大学院企画・入試係 廃棄
2008 学務部教務課 会議関係 教育課程編成委員会 教育課程編成委員会（平成20年度） 学務部教務課長 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 教務課 学務部教務課長 教育課程編成係 廃棄
2009 学務部教務課 会議関係 教育課程編成委員会 教育課程編成委員会（平成21年度） 学務部教務課長 2010/4/1 30年 2040/3/31 紙 教務課 学務部教務課長 教育課程編成係 廃棄
2010 学務部教務課 会議関係 教育課程編成委員会 教育課程編成委員会（平成22年度） 学務部教務課長 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙 教務課 学務部教務課長 教育課程編成係 廃棄
2011 学務部教務課 会議関係 教育課程編成委員会 教育課程編成委員会（平成23年度） 学務部教務課長 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 教務課 学務部教務課長 教育課程編成係 廃棄
2010 学務部教務課 会議関係 大学院委員会 2010年度　大学院委員会 学務部教務課長 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙 放送研究棟 学務部教務課長 大学院研究指導係 廃棄
2011 学務部教務課 会議関係 大学院委員会 2011年度　大学院委員会 学務部教務課長 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 放送研究棟 学務部教務課長 大学院研究指導係 廃棄
2012 学務部教務課 会議関係 大学院将来構想委員会 2012年度　大学院将来構想委員会 学務部教務課長 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 教務課 学務部教務課長 大学院研究指導係 廃棄
2013 学務部教務課 会議関係 大学院将来構想委員会 2013年度　大学院将来構想委員会 学務部教務課長 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 教務課 学務部教務課長 大学院研究指導係 廃棄
2014 学務部教務課 会議関係 「放送大学学園印刷教材等梱包業務委託」仕様策定委員会 「放送大学学園印刷教材等梱包業務委託」仕様策定委員会（平成26年度） 学務部教務課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 教務課 学務部教務課長 教材係 廃棄
2015 学務部教務課 会議関係 「放送大学学園印刷教材等梱包業務委託」仕様策定委員会 「放送大学学園印刷教材等梱包業務委託」仕様策定委員会（平成27年度） 学務部教務課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 教務課 学務部教務課長 教材係 廃棄
2019 学務部教務課 会議関係 「放送大学学園印刷教材等梱包業務委託」仕様策定委員会 「放送大学学園印刷教材等梱包業務委託」仕様策定委員会（令和元年度） 学務部教務課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 教務課 学務部教務課長 教材係 廃棄
2015 学務部教務課 会議関係 FD委員会 FD委員会（平成27年度） 学務部教務課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教務課 学務部教務課長 教務係 廃棄
2016 学務部教務課 会議関係 FD委員会 FD委員会（平成28年度） 学務部教務課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教務課 学務部教務課長 教務係 廃棄
2017 学務部教務課 会議関係 FD委員会 FD委員会（平成29年度） 学務部教務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 教務課 学務部教務課長 教務係 廃棄
2018 学務部教務課 会議関係 FD委員会 FD委員会（平成30年度） 学務部教務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 教務課 学務部教務課長 教務係 廃棄
2019 学務部教務課 会議関係 FD委員会 FD委員会（令和元年度） 学務部教務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 教務課 学務部教務課長 教務係 廃棄
2015 学務部教務課 会議関係 放送大学叢書委員会 放送大学叢書委員会（平成27年度） 学務部教務課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教務課 学務部教務課長 教材係 廃棄
2016 学務部教務課 会議関係 放送大学叢書委員会 放送大学叢書委員会（平成28年度） 学務部教務課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教務課 学務部教務課長 教材係 廃棄
2017 学務部教務課 会議関係 放送大学叢書委員会 放送大学叢書委員会（平成29年度） 学務部教務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 教務課 学務部教務課長 教材係 廃棄
2018 学務部教務課 会議関係 放送大学叢書委員会 放送大学叢書委員会（平成30年度） 学務部教務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 教務課 学務部教務課長 教材係 廃棄
2019 学務部教務課 会議関係 放送大学叢書委員会 放送大学叢書委員会（令和元年度） 学務部教務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 教務課 学務部教務課長 教材係 廃棄
2015 学務部教務課 会議関係 主任講師会議 平成30年度（2018年度）開設科目主任講師会議 学務部教務課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教務課 学務部教務課長 教育課程編成係 廃棄
2016 学務部教務課 会議関係 主任講師会議 平成31年度（2019年度）開設科目主任講師会議 学務部教務課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教務課 学務部教務課長 教育課程編成係 廃棄
2017 学務部教務課 会議関係 主任講師会議 2020年度開設科目主任講師会議 学務部教務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 教務課 学務部教務課長 教育課程編成係 廃棄
2018 学務部教務課 会議関係 主任講師会議 2021年度開設科目主任講師会議 学務部教務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 教務課 学務部教務課長 教育課程編成係 廃棄
2019 学務部教務課 会議関係 主任講師会議 2022年度開設科目主任講師会議 学務部教務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 教務課 学務部教務課長 教育課程編成係 廃棄
2010 学務部教務課 大学院 修了関係 修了関係　平成22年度 学務部教務課長 2011/4/1 無期限 紙 放送研究棟 学務部教務課長 大学院研究指導係 廃棄
2011 学務部教務課 大学院 修了関係 修了関係　平成23年度 学務部教務課長 2012/4/1 無期限 紙 放送研究棟 学務部教務課長 大学院研究指導係 廃棄
2012 学務部教務課 大学院 修了関係 修了関係　平成24年度 学務部教務課長 2013/4/1 無期限 紙 放送研究棟 学務部教務課長 大学院研究指導係 廃棄
2013 学務部教務課 大学院 修了関係 修了関係　平成25年度 学務部教務課長 2014/4/1 無期限 紙 放送研究棟 学務部教務課長 大学院研究指導係 廃棄
2014 学務部教務課 大学院 修了関係 修了関係　平成26年度 学務部教務課長 2015/4/1 無期限 紙 放送研究棟 学務部教務課長 大学院研究指導係 廃棄
2015 学務部教務課 大学院 修了関係 修了関係　平成27年度 学務部教務課長 2016/4/1 無期限 紙 放送研究棟 学務部教務課長 大学院研究指導係 廃棄
2016 学務部教務課 大学院 修了関係 修了関係　平成28年度 学務部教務課長 2017/4/1 無期限 紙 教務課 学務部教務課長 大学院研究指導係 廃棄
2017 学務部教務課 大学院 修了関係 修了関係　平成29年度 学務部教務課長 2018/4/1 無期限 紙 教務課 学務部教務課長 大学院研究指導係 廃棄
2018 学務部教務課 大学院 修了関係 修了関係　平成30年度 学務部教務課長 2019/4/1 無期限 紙 教務課 学務部教務課長 大学院研究指導係 廃棄
2019 学務部教務課 大学院 修了関係 修了関係　令和元年度 学務部教務課長 2020/4/1 無期限 紙 教務課 学務部教務課長 大学院研究指導係 廃棄
2010 学務部教務課 大学院 夏季論文審査・秋季修了 平成22年度　夏季論文審査・秋季修了 学務部教務課長 2011/4/1 無期限 紙 放送研究棟 学務部教務課長 大学院研究指導係 廃棄
2011 学務部教務課 大学院 夏季論文審査・秋季修了 平成23年度　夏季論文審査・秋季修了 学務部教務課長 2012/4/1 無期限 紙 放送研究棟 学務部教務課長 大学院研究指導係 廃棄
2012 学務部教務課 大学院 夏季論文審査・秋季修了 平成24年度　夏季論文審査・秋季修了 学務部教務課長 2013/4/1 無期限 紙 放送研究棟 学務部教務課長 大学院研究指導係 廃棄
2013 学務部教務課 大学院 夏季論文審査・秋季修了 平成25年度　夏季論文審査・秋季修了 学務部教務課長 2014/4/1 無期限 紙 放送研究棟 学務部教務課長 大学院研究指導係 廃棄
2014 学務部教務課 大学院 夏季論文審査・秋季修了 平成26年度　夏季論文審査・秋季修了 学務部教務課長 2015/4/1 無期限 紙 放送研究棟 学務部教務課長 大学院研究指導係 廃棄
2015 学務部教務課 大学院 夏季論文審査・秋季修了 平成27年度　夏季論文審査・秋季修了 学務部教務課長 2016/4/1 無期限 紙 放送研究棟 学務部教務課長 大学院研究指導係 廃棄
2016 学務部教務課 大学院 夏季論文審査・秋季修了 平成28年度　夏季論文審査・秋季修了 学務部教務課長 2017/4/1 無期限 紙 教務課 学務部教務課長 大学院研究指導係 廃棄
2017 学務部教務課 大学院 夏季論文審査・秋季修了 平成29年度　夏季論文審査・秋季修了 学務部教務課長 2018/4/1 無期限 紙 教務課 学務部教務課長 大学院研究指導係 廃棄
2018 学務部教務課 大学院 夏季論文審査・秋季修了 平成30年度　夏季論文審査・秋季修了 学務部教務課長 2019/4/1 無期限 紙 教務課 学務部教務課長 大学院研究指導係 廃棄
2019 学務部教務課 大学院 夏季論文審査・秋季修了 令和元年度　夏季論文審査・秋季修了 学務部教務課長 2020/4/1 無期限 紙 教務課 学務部教務課長 大学院研究指導係 廃棄
2010 学務部教務課 大学院 大学院教育研究成果報告（Open Forum） 大学院教育研究成果報告（Open Forum）第7号 学務部教務課長 2011/4/1 無期限 紙 放送研究棟 学務部教務課長 大学院研究指導係 廃棄
2011 学務部教務課 大学院 大学院教育研究成果報告（Open Forum） 大学院教育研究成果報告（Open Forum）第8号 学務部教務課長 2012/4/1 無期限 紙 放送研究棟 学務部教務課長 大学院研究指導係 廃棄
2012 学務部教務課 大学院 大学院教育研究成果報告（Open Forum） 大学院教育研究成果報告（Open Forum）第9号 学務部教務課長 2013/4/1 無期限 紙 放送研究棟 学務部教務課長 大学院研究指導係 廃棄
2013 学務部教務課 大学院 大学院教育研究成果報告（Open Forum） 大学院教育研究成果報告（Open Forum）第10号 学務部教務課長 2014/4/1 無期限 紙 放送研究棟 学務部教務課長 大学院研究指導係 廃棄
2014 学務部教務課 大学院 大学院教育研究成果報告（Open Forum） 大学院教育研究成果報告（Open Forum）第11号 学務部教務課長 2015/4/1 無期限 紙 放送研究棟 学務部教務課長 大学院研究指導係 廃棄
2015 学務部教務課 大学院 大学院教育研究成果報告（Open Forum） 大学院教育研究成果報告（Open Forum）第12号 学務部教務課長 2016/4/1 無期限 紙 放送研究棟 学務部教務課長 大学院研究指導係 廃棄
2016 学務部教務課 大学院 大学院教育研究成果報告（Open Forum） 大学院教育研究成果報告（Open Forum）第13号 学務部教務課長 2017/4/1 無期限 紙 教務課 学務部教務課長 大学院研究指導係 廃棄
2017 学務部教務課 大学院 大学院教育研究成果報告（Open Forum） 大学院教育研究成果報告（Open Forum）第14号 学務部教務課長 2018/4/1 無期限 紙 教務課 学務部教務課長 大学院研究指導係 廃棄
2018 学務部教務課 大学院 大学院教育研究成果報告（Open Forum） 大学院教育研究成果報告（Open Forum）第15号 学務部教務課長 2019/4/1 無期限 紙 教務課 学務部教務課長 大学院研究指導係 廃棄
2019 学務部教務課 大学院 大学院教育研究成果報告（Open Forum） 大学院教育研究成果報告（Open Forum）第16号 学務部教務課長 2020/4/1 無期限 紙 教務課 学務部教務課長 大学院研究指導係 廃棄
2019 学務部教務課 大学院 大学院教育研究成果報告（Open Forum） Open Forum個人購入 学務部教務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 教務課 学務部教務課長 大学院研究指導係 廃棄
2019 学務部教務課 大学院 大学院教育研究成果報告（Open Forum） Open Forum有償配付報告書 学務部教務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 教務課 学務部教務課長 大学院研究指導係 廃棄
2013 学務部教務課 大学院 博士後期課程関係 2013年度　博士後期課程 学務部教務課長 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 放送研究棟 学務部教務課長 大学院研究指導係 廃棄
2014 学務部教務課 大学院 博士後期課程関係 2014年度　博士後期課程 学務部教務課長 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 放送研究棟 学務部教務課長 大学院研究指導係 廃棄
2015 学務部教務課 大学院 博士後期課程関係 2015年度　博士後期課程 学務部教務課長 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 放送研究棟 学務部教務課長 大学院研究指導係 廃棄
2016 学務部教務課 大学院 博士後期課程関係 2016年度　博士後期課程 学務部教務課長 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 教務課 学務部教務課長 大学院研究指導係 廃棄
2017 学務部教務課 大学院 博士後期課程関係 2017年度　博士後期課程 学務部教務課長 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 教務課 学務部教務課長 大学院研究指導係 廃棄
2018 学務部教務課 大学院 博士後期課程関係 2018年度　博士後期課程 学務部教務課長 2019/4/1 30年 2049/3/31 紙 教務課 学務部教務課長 大学院研究指導係 廃棄
2019 学務部教務課 大学院 博士後期課程関係 2019年度　博士後期課程 学務部教務課長 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 教務課 学務部教務課長 大学院研究指導係 廃棄
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措置結果
2013 学務部教務課 大学院 放送大学大学院課程変更認可申請書 放送大学大学院課程変更認可申請書 学務部教務課長 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 教務課 学務部教務課長 大学院研究指導係 廃棄
2015 学務部教務課 大学院 ｢研究指導｣履修の手引き 平成28年度入学者用｢研究指導｣履修の手引き 学務部教務課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教務課 学務部教務課長 大学院研究指導係 廃棄
2016 学務部教務課 大学院 ｢研究指導｣履修の手引き 平成29年度入学者用｢研究指導｣履修の手引き 学務部教務課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教務課 学務部教務課長 大学院研究指導係 廃棄
2017 学務部教務課 大学院 ｢研究指導｣履修の手引き 2018年度入学者用｢研究指導｣履修の手引き 学務部教務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 教務課 学務部教務課長 大学院研究指導係 廃棄
2018 学務部教務課 大学院 ｢研究指導｣履修の手引き 2019年度入学者用｢研究指導｣履修の手引き 学務部教務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 教務課 学務部教務課長 大学院研究指導係 廃棄
2019 学務部教務課 大学院 ｢研究指導｣履修の手引き 2020年度入学者用｢研究指導｣履修の手引き 学務部教務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 教務課 学務部教務課長 大学院研究指導係 廃棄
2015 学務部教務課 大学院 臨床心理関係 【臨床心理学プログラム関係】　平成27年度　購入依頼書（控）　　 学務部教務課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教務課 学務部教務課長 大学院研究指導係 廃棄
2016 学務部教務課 大学院 臨床心理関係 【臨床心理学プログラム関係】　平成28年度　購入依頼書（控）　　 学務部教務課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教務課 学務部教務課長 大学院研究指導係 廃棄
2017 学務部教務課 大学院 臨床心理関係 【臨床心理学プログラム関係】　平成29年度　購入依頼書（控）　　 学務部教務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 教務課 学務部教務課長 大学院研究指導係 廃棄
2018 学務部教務課 大学院 臨床心理関係 【臨床心理学プログラム関係】　平成30年度　購入依頼書（控）　　 学務部教務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 教務課 学務部教務課長 大学院研究指導係 廃棄
2019 学務部教務課 大学院 臨床心理関係 【臨床心理学プログラム関係】　令和元年度　購入依頼書（控）　　 学務部教務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 教務課 学務部教務課長 大学院研究指導係 廃棄
2015 学務部教務課 大学院 臨床心理士面接授業関係 平成27年度　臨床心理面接授業関係 学務部教務課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教務課 学務部教務課長 大学院研究指導係 廃棄
2016 学務部教務課 大学院 臨床心理士面接授業関係 平成28年度　臨床心理面接授業関係 学務部教務課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教務課 学務部教務課長 大学院研究指導係 廃棄
2017 学務部教務課 大学院 臨床心理士面接授業関係 平成29年度　臨床心理面接授業関係 学務部教務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 教務課 学務部教務課長 大学院研究指導係 廃棄
2018 学務部教務課 大学院 臨床心理士面接授業関係 平成30年度　臨床心理面接授業関係 学務部教務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 教務課 学務部教務課長 大学院研究指導係 廃棄
2019 学務部教務課 大学院 臨床心理士面接授業関係 令和元年度　臨床心理面接授業関係 学務部教務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 教務課 学務部教務課長 大学院研究指導係 廃棄
2015 学務部教務課 大学院 臨床心理実習関係 平成27年度　臨床心理実習関係 学務部教務課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 放送研究棟 学務部教務課長 大学院研究指導係 廃棄
2016 学務部教務課 大学院 臨床心理実習関係 平成28年度　臨床心理実習関係 学務部教務課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教務課 学務部教務課長 大学院研究指導係 廃棄
2017 学務部教務課 大学院 臨床心理実習関係 平成29年度　臨床心理実習関係 学務部教務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 教務課 学務部教務課長 大学院研究指導係 廃棄
2018 学務部教務課 大学院 臨床心理実習関係 平成30年度　臨床心理実習関係 学務部教務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 教務課 学務部教務課長 大学院研究指導係 廃棄
2019 学務部教務課 大学院 臨床心理実習関係 令和元年度　臨床心理実習関係 学務部教務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 教務課 学務部教務課長 大学院研究指導係 廃棄
2015 学務部教務課 大学院 臨床心理士資格認定協会関係 平成27年度　臨床心理士資格認定協会関係 学務部教務課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教務課 学務部教務課長 大学院研究指導係 廃棄
2016 学務部教務課 大学院 臨床心理士資格認定協会関係 平成28年度　臨床心理士資格認定協会関係 学務部教務課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教務課 学務部教務課長 大学院研究指導係 廃棄
2017 学務部教務課 大学院 臨床心理士資格認定協会関係 平成29年度　臨床心理士資格認定協会関係 学務部教務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 教務課 学務部教務課長 大学院研究指導係 廃棄
2018 学務部教務課 大学院 臨床心理士資格認定協会関係 平成30年度　臨床心理士資格認定協会関係 学務部教務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 教務課 学務部教務課長 大学院研究指導係 廃棄
2019 学務部教務課 大学院 臨床心理士資格認定協会関係 令和元年度　臨床心理士資格認定協会関係 学務部教務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 教務課 学務部教務課長 大学院研究指導係 廃棄
2015 学務部教務課 大学院 臨床心理士受験資格証明書 平成27年度　臨床心理士受験申請資格証明書 学務部教務課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 放送研究棟 学務部教務課長 大学院研究指導係 廃棄
2016 学務部教務課 大学院 臨床心理士受験資格証明書 平成28年度　臨床心理士受験申請資格証明書 学務部教務課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 放送研究棟 学務部教務課長 大学院研究指導係 廃棄
2017 学務部教務課 大学院 臨床心理士受験資格証明書 平成29年度　臨床心理士受験申請資格証明書 学務部教務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 教務課 学務部教務課長 大学院研究指導係 廃棄
2018 学務部教務課 大学院 臨床心理士受験資格証明書 平成30年度　臨床心理士受験申請資格証明書 学務部教務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 教務課 学務部教務課長 大学院研究指導係 廃棄
2019 学務部教務課 大学院 臨床心理士受験資格証明書 令和元年度　臨床心理士受験申請資格証明書 学務部教務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 教務課 学務部教務課長 大学院研究指導係 廃棄
2015 学務部教務課 大学院 「博士後期課程」履修の手引き 2016（平成28）年度大学院博士後期課程履修の手引き 学務部教務課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教務課 学務部教務課長 大学院研究指導係 廃棄
2016 学務部教務課 大学院 「博士後期課程」履修の手引き 2017（平成29）年度大学院博士後期課程履修の手引き 学務部教務課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教務課 学務部教務課長 大学院研究指導係 廃棄
2017 学務部教務課 大学院 「博士後期課程」履修の手引き 2018年度大学院博士後期課程履修の手引き 学務部教務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 教務課 学務部教務課長 大学院研究指導係 廃棄
2018 学務部教務課 大学院 「博士後期課程」履修の手引き 2019年度大学院博士後期課程履修の手引き 学務部教務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 教務課 学務部教務課長 大学院研究指導係 廃棄
2019 学務部教務課 大学院 「博士後期課程」履修の手引き 令和元年度大学院博士後期課程履修の手引き 学務部教務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 教務課 学務部教務課長 大学院研究指導係 廃棄
2019 学務部教務課 大学院 大学院教育支援者 大学院教育支援者 学務部教務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 教務課 学務部教務課長 大学院研究指導係 廃棄
2015 学務部教務課 大学院 放送大学大学院設置計画履行状況等報告書 平成27年度　放送大学大学院設置計画履行状況等報告書 学務部教務課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教務課 学務部教務課長 大学院企画・入試係 廃棄
2016 学務部教務課 大学院 放送大学大学院設置計画履行状況等報告書 平成28年度　放送大学大学院設置計画履行状況等報告書 学務部教務課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教務課 学務部教務課長 大学院企画・入試係 廃棄
2017 学務部教務課 大学院 放送大学大学院設置計画履行状況等報告書 平成29年度　放送大学大学院設置計画履行状況等報告書 学務部教務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 教務課 学務部教務課長 大学院企画・入試係 廃棄
2019 学務部教務課 大学院 学生の在籍関係 授業料の返還 学務部教務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 教務課 学務部教務課長 大学院研究指導係 廃棄
2018 学務部教務課 大学院 学生の在籍関係 学籍異動・SC変更 学務部教務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 教務課 学務部教務課長 大学院研究指導係 廃棄
2019 学務部教務課 大学院 学生の在籍関係 学籍異動・SC変更 学務部教務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 教務課 学務部教務課長 大学院研究指導係 廃棄
2019 学務部教務課 大学院 学生の在籍関係 住所等変更届 学務部教務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 教務課 学務部教務課長 大学院研究指導係 廃棄
2019 学務部教務課 大学院 学生の在籍関係 氏名等変更届・職業等変更届 学務部教務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 教務課 学務部教務課長 大学院研究指導係 廃棄
2017 学務部教務課 大学院 論文 平成29年度　修士論文 学務部教務課長 2018/4/1 ３年 2021/3/31 紙 教務課 学務部教務課長 大学院研究指導係 廃棄
2018 学務部教務課 大学院 論文 平成30年度　修士論文 学務部教務課長 2019/4/1 ３年 2022/3/31 紙 教務課 学務部教務課長 大学院研究指導係 廃棄
2019 学務部教務課 大学院 論文 令和元年度　修士論文 学務部教務課長 2020/4/1 ３年 2023/3/31 紙 教務課 学務部教務課長 大学院研究指導係 廃棄
2017 学務部教務課 大学院 論文 平成29年度　博士論文 学務部教務課長 2018/4/1 ３年 2021/3/31 紙 教務課 学務部教務課長 大学院研究指導係 廃棄
2018 学務部教務課 大学院 論文 平成30年度　博士論文 学務部教務課長 2019/4/1 ３年 2022/3/31 紙 教務課 学務部教務課長 大学院研究指導係 廃棄
2019 学務部教務課 大学院 論文 令和元年度　博士論文 学務部教務課長 2020/4/1 ３年 2023/3/31 紙 教務課 学務部教務課長 大学院研究指導係 廃棄
2010 学務部教務課 大学院入試 修士全科生学生募集要項 2011（平成23）年度　修士全科生学生募集要項 学務部教務課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 学務部教務課長 大学院企画・入試係 廃棄
2011 学務部教務課 大学院入試 修士全科生学生募集要項 2012（平成24）年度　修士全科生学生募集要項 学務部教務課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 学務部教務課長 大学院企画・入試係 廃棄
2012 学務部教務課 大学院入試 修士全科生学生募集要項 2013（平成25）年度　修士全科生学生募集要項 学務部教務課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 学務部教務課長 大学院企画・入試係 廃棄
2013 学務部教務課 大学院入試 修士全科生学生募集要項 2014（平成26）年度　修士全科生学生募集要項 学務部教務課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 学務部教務課長 大学院企画・入試係 廃棄
2014 学務部教務課 大学院入試 修士全科生学生募集要項 2015（平成27）年度　修士全科生学生募集要項 学務部教務課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 学務部教務課長 大学院企画・入試係 廃棄
2015 学務部教務課 大学院入試 修士全科生学生募集要項 2016（平成28）年度　修士全科生学生募集要項 学務部教務課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 教務課 学務部教務課長 大学院企画・入試係 廃棄
2016 学務部教務課 大学院入試 修士全科生学生募集要項 2017（平成29）年度　修士全科生学生募集要項 学務部教務課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 教務課 学務部教務課長 大学院企画・入試係 廃棄
2017 学務部教務課 大学院入試 修士全科生学生募集要項 2018（平成30）年度　修士全科生学生募集要項 学務部教務課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 教務課 学務部教務課長 大学院企画・入試係 廃棄
2018 学務部教務課 大学院入試 修士全科生学生募集要項 2019年度　修士全科生学生募集要項 学務部教務課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 教務課 学務部教務課長 大学院企画・入試係 廃棄
2013 学務部教務課 大学院入試 博士全科生学生募集要項 2014（平成26）年度  博士全科生学生募集要項 学務部教務課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 学務部教務課長 大学院企画・入試係 廃棄
2014 学務部教務課 大学院入試 博士全科生学生募集要項 2015（平成27）年度  博士全科生学生募集要項 学務部教務課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 学務部教務課長 大学院企画・入試係 廃棄
2015 学務部教務課 大学院入試 博士全科生学生募集要項 2016（平成28）年度  博士全科生学生募集要項 学務部教務課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 教務課 学務部教務課長 大学院企画・入試係 廃棄
2016 学務部教務課 大学院入試 博士全科生学生募集要項 2017（平成29）年度  博士全科生学生募集要項 学務部教務課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 教務課 学務部教務課長 大学院企画・入試係 廃棄
2017 学務部教務課 大学院入試 博士全科生学生募集要項 2018（平成30）年度  博士全科生学生募集要項 学務部教務課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 教務課 学務部教務課長 大学院企画・入試係 廃棄
2018 学務部教務課 大学院入試 博士全科生学生募集要項 2019年度  博士全科生学生募集要項 学務部教務課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 教務課 学務部教務課長 大学院企画・入試係 廃棄
2019 学務部教務課 大学院入試 修士全科生学生募集要項 2020年度　修士全科生学生募集要項 学務部教務課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 教務課 学務部教務課長 大学院企画・入試係 廃棄
2015 学務部教務課 大学院入試 修士全科生出願資格事前審査申請書類 2016（平成28）年度　修士全科生出願資格事前審査申請書類 学務部教務課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教務課 学務部教務課長 大学院企画・入試係 廃棄
2016 学務部教務課 大学院入試 修士全科生出願資格事前審査申請書類 2017（平成29）年度　修士全科生出願資格事前審査申請書類 学務部教務課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教務課 学務部教務課長 大学院企画・入試係 廃棄
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2017 学務部教務課 大学院入試 修士全科生出願資格事前審査申請書類 2018（平成30）年度　修士全科生出願資格事前審査申請書類 学務部教務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 教務課 学務部教務課長 大学院企画・入試係 廃棄
2018 学務部教務課 大学院入試 修士全科生出願資格事前審査申請書類 2019年度　修士全科生出願資格事前審査申請書類 学務部教務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 教務課 学務部教務課長 大学院企画・入試係 廃棄
2019 学務部教務課 大学院入試 修士全科生出願資格事前審査申請書類 2020年度　修士全科生出願資格事前審査申請書類 学務部教務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 教務課 学務部教務課長 大学院企画・入試係 廃棄
2015 学務部教務課 大学院入試 博士全科生出願資格事前審査申請書類 2016（平成28）年度  博士全科生出願資格事前審査申請書類 学務部教務課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教務課 学務部教務課長 大学院企画・入試係 廃棄
2016 学務部教務課 大学院入試 博士全科生出願資格事前審査申請書類 2017（平成29）年度  博士全科生出願資格事前審査申請書類 学務部教務課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教務課 学務部教務課長 大学院企画・入試係 廃棄
2017 学務部教務課 大学院入試 博士全科生出願資格事前審査申請書類 2018（平成30）年度  博士全科生出願資格事前審査申請書類 学務部教務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 教務課 学務部教務課長 大学院企画・入試係 廃棄
2018 学務部教務課 大学院入試 博士全科生出願資格事前審査申請書類 2019年度  博士全科生出願資格事前審査申請書類 学務部教務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 教務課 学務部教務課長 大学院企画・入試係 廃棄
2019 学務部教務課 大学院入試 博士全科生出願資格事前審査申請書類 2020年度  博士全科生出願資格事前審査申請書類 学務部教務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 教務課 学務部教務課長 大学院企画・入試係 廃棄
2015 学務部教務課 大学院入試 修士全科生身体等に障がいのある者の特別措置 2016（平成28）年度修士全科生身体等に障がいのある者の特別措置 学務部教務課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教務課 学務部教務課長 大学院企画・入試係 廃棄
2016 学務部教務課 大学院入試 修士全科生身体等に障がいのある者の特別措置 2017（平成29）年度修士全科生身体等に障がいのある者の特別措置 学務部教務課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教務課 学務部教務課長 大学院企画・入試係 廃棄
2017 学務部教務課 大学院入試 修士全科生身体等に障がいのある者の特別措置 2018（平成30）年度修士全科生身体等に障がいのある者の特別措置 学務部教務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 教務課 学務部教務課長 大学院企画・入試係 廃棄
2018 学務部教務課 大学院入試 修士全科生身体等に障がいのある者の特別措置 2019年度修士全科生身体等に障がいのある者の特別措置 学務部教務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 教務課 学務部教務課長 大学院企画・入試係 廃棄
2019 学務部教務課 大学院入試 修士全科生身体等に障がいのある者の特別措置 2020年度修士全科生身体等に障がいのある者の特別措置 学務部教務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 教務課 学務部教務課長 大学院企画・入試係 廃棄
2015 学務部教務課 大学院入試 博士全科生身体等に障がいのある者の特別措置 2016（平成28）年度　 博士全科生身体等に障がいのある者の特別措置 学務部教務課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教務課 学務部教務課長 大学院企画・入試係 廃棄
2016 学務部教務課 大学院入試 博士全科生身体等に障がいのある者の特別措置 2017（平成29）年度　 博士全科生身体等に障がいのある者の特別措置 学務部教務課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教務課 学務部教務課長 大学院企画・入試係 廃棄
2017 学務部教務課 大学院入試 博士全科生身体等に障がいのある者の特別措置 2018（平成30）年度　 博士全科生身体等に障がいのある者の特別措置 学務部教務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 教務課 学務部教務課長 大学院企画・入試係 廃棄
2018 学務部教務課 大学院入試 博士全科生身体等に障がいのある者の特別措置 2019年度　 博士全科生身体等に障がいのある者の特別措置 学務部教務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 教務課 学務部教務課長 大学院企画・入試係 廃棄
2019 学務部教務課 大学院入試 博士全科生身体等に障がいのある者の特別措置 2020年度　 博士全科生身体等に障がいのある者の特別措置 学務部教務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 教務課 学務部教務課長 大学院企画・入試係 廃棄
2015 学務部教務課 大学院入試 修士全科生入学者選考関係 2016（平成28）年度　修士全科生入学者選考関係 学務部教務課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教務課 学務部教務課長 大学院企画・入試係 廃棄
2016 学務部教務課 大学院入試 修士全科生入学者選考関係 2017（平成29）年度　修士全科生入学者選考関係 学務部教務課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教務課 学務部教務課長 大学院企画・入試係 廃棄
2017 学務部教務課 大学院入試 修士全科生入学者選考関係 2018（平成30）年度　修士全科生入学者選考関係 学務部教務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 教務課 学務部教務課長 大学院企画・入試係 廃棄
2018 学務部教務課 大学院入試 修士全科生入学者選考関係 2019年度　修士全科生入学者選考関係 学務部教務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 教務課 学務部教務課長 大学院企画・入試係 廃棄
2019 学務部教務課 大学院入試 修士全科生入学者選考関係 2020年度　修士全科生入学者選考関係 学務部教務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 教務課 学務部教務課長 大学院企画・入試係 廃棄
2015 学務部教務課 大学院入試 博士全科生入学者選考関係 2016（平成28）年度  博士全科生入学者選考関係 学務部教務課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教務課 学務部教務課長 大学院企画・入試係 廃棄
2016 学務部教務課 大学院入試 博士全科生入学者選考関係 2017（平成29）年度  博士全科生入学者選考関係 学務部教務課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教務課 学務部教務課長 大学院企画・入試係 廃棄
2017 学務部教務課 大学院入試 博士全科生入学者選考関係 2018（平成30）年度  博士全科生入学者選考関係 学務部教務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 教務課 学務部教務課長 大学院企画・入試係 廃棄
2018 学務部教務課 大学院入試 博士全科生入学者選考関係 2019年度  博士全科生入学者選考関係 学務部教務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 教務課 学務部教務課長 大学院企画・入試係 廃棄
2019 学務部教務課 大学院入試 博士全科生入学者選考関係 2020年度  博士全科生入学者選考関係 学務部教務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 教務課 学務部教務課長 大学院企画・入試係 廃棄
2015 学務部教務課 大学院入試 修士全科生出願書類 2016（平成28）年度　修士全科生出願書類 学務部教務課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教務課 学務部教務課長 大学院企画・入試係 廃棄
2016 学務部教務課 大学院入試 修士全科生出願書類 2017（平成29）年度　修士全科生出願書類 学務部教務課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教務課 学務部教務課長 大学院企画・入試係 廃棄
2017 学務部教務課 大学院入試 修士全科生出願書類 2018（平成30）年度　修士全科生出願書類 学務部教務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 教務課 学務部教務課長 大学院企画・入試係 廃棄
2018 学務部教務課 大学院入試 修士全科生出願書類 2019年度　修士全科生出願書類 学務部教務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 教務課 学務部教務課長 大学院企画・入試係 廃棄
2019 学務部教務課 大学院入試 修士全科生出願書類 2020年度　修士全科生出願書類 学務部教務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 教務課 学務部教務課長 大学院企画・入試係 廃棄
2015 学務部教務課 大学院入試 博士全科生出願書類 2016（平成28）年度　博士全科生出願書類 学務部教務課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教務課 学務部教務課長 大学院企画・入試係 廃棄
2016 学務部教務課 大学院入試 博士全科生出願書類 2017（平成29）年度　博士全科生出願書類 学務部教務課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教務課 学務部教務課長 大学院企画・入試係 廃棄
2017 学務部教務課 大学院入試 博士全科生出願書類 2018（平成30）年度　博士全科生出願書類 学務部教務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 教務課 学務部教務課長 大学院企画・入試係 廃棄
2018 学務部教務課 大学院入試 博士全科生出願書類 2019年度　博士全科生出願書類 学務部教務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 教務課 学務部教務課長 大学院企画・入試係 廃棄
2019 学務部教務課 大学院入試 博士全科生出願書類 2020年度　博士全科生出願書類 学務部教務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 教務課 学務部教務課長 大学院企画・入試係 廃棄
2015 学務部教務課 大学院入試 原議書 平成27年度　原議書（企画・入試係） 学務部教務課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教務課 学務部教務課長 大学院企画・入試係 廃棄
2016 学務部教務課 大学院入試 原議書 平成28年度　原議書（企画・入試係） 学務部教務課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教務課 学務部教務課長 大学院企画・入試係 廃棄
2017 学務部教務課 大学院入試 原議書 平成29年度　原議書（企画・入試係） 学務部教務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 教務課 学務部教務課長 大学院企画・入試係 廃棄
2010 学務部教務課 文書 科目別教材作成部会旅行命令・依頼伺等 平成22年度旅行命令・依頼伺 学務部教務課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 放送研究棟 学務部教務課長 教材係 廃棄
2011 学務部教務課 文書 科目別教材作成部会旅行命令・依頼伺等 平成23年度旅行命令・依頼伺 学務部教務課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 放送研究棟 学務部教務課長 教材係 廃棄
2012 学務部教務課 文書 科目別教材作成部会旅行命令・依頼伺等 平成24年度旅行命令・依頼伺 学務部教務課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 放送研究棟 学務部教務課長 教材係 廃棄
2013 学務部教務課 文書 科目別教材作成部会旅行命令・依頼伺等 平成25年度旅行命令・依頼伺 学務部教務課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 放送研究棟 学務部教務課長 教材係 廃棄
2014 学務部教務課 文書 科目別教材作成部会旅行命令・依頼伺等 平成26年度旅行命令・依頼伺 学務部教務課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 放送研究棟 学務部教務課長 教材係 廃棄
2015 学務部教務課 文書 科目別教材作成部会旅行命令・依頼伺等 平成27年度旅行命令・依頼伺 学務部教務課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 放送研究棟 学務部教務課長 教材係 廃棄
2016 学務部教務課 文書 科目別教材作成部会旅行命令・依頼伺等 平成28年度旅行命令・依頼伺 学務部教務課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 教務課 学務部教務課長 教材係 廃棄
2017 学務部教務課 文書 科目別教材作成部会旅行命令・依頼伺等 平成29年度旅行命令・依頼伺 学務部教務課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 教務課 学務部教務課長 教材係 廃棄
2018 学務部教務課 文書 科目別教材作成部会旅行命令・依頼伺等 平成30年度旅行命令・依頼伺 学務部教務課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 教務課 学務部教務課長 教材係 廃棄
2019 学務部教務課 文書 科目別教材作成部会旅行命令・依頼伺等 令和元年度旅行命令・依頼伺 学務部教務課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 教務課 学務部教務課長 教材係 廃棄
2015 学務部教務課 文書 授業評価 平成27年度授業評価関係 学務部教務課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教務課 学務部教務課長 教務係 廃棄
2016 学務部教務課 文書 授業評価 平成28年度授業評価関係 学務部教務課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教務課 学務部教務課長 教務係 廃棄
2017 学務部教務課 文書 授業評価 平成29年度授業評価関係 学務部教務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 教務課 学務部教務課長 教務係 廃棄
2018 学務部教務課 文書 授業評価 平成30年度授業評価関係 学務部教務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 教務課 学務部教務課長 教務係 廃棄
2019 学務部教務課 文書 授業評価 令和元年度授業評価関係 学務部教務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 教務課 学務部教務課長 教務係 廃棄
2008 学務部教務課 文書 放送大学叢書出版契約書等 放送大学叢書出版契約書等（平成20年度契約分） 学務部教務課長 2009/4/1 3年（契約終了後） 紙 放送研究棟 学務部教務課長 教材係 廃棄
2009 学務部教務課 文書 放送大学叢書出版契約書等 放送大学叢書出版契約書等（平成21年度契約分） 学務部教務課長 2010/4/1 3年（契約終了後） 紙 放送研究棟 学務部教務課長 教材係 廃棄
2010 学務部教務課 文書 放送大学叢書出版契約書等 放送大学叢書出版契約書等（平成22年度契約分） 学務部教務課長 2011/4/1 3年（契約終了後） 紙 放送研究棟 学務部教務課長 教材係 廃棄
2011 学務部教務課 文書 放送大学叢書出版契約書等 放送大学叢書出版契約書等（平成23年度契約分） 学務部教務課長 2012/4/1 3年（契約終了後） 紙 放送研究棟 学務部教務課長 教材係 廃棄
2012 学務部教務課 文書 放送大学叢書出版契約書等 放送大学叢書出版契約書等（平成24年度契約分） 学務部教務課長 2013/4/1 3年（契約終了後） 紙 放送研究棟 学務部教務課長 教材係 廃棄
2013 学務部教務課 文書 放送大学叢書出版契約書等 放送大学叢書出版契約書等（平成25年度契約分） 学務部教務課長 2014/4/1 3年（契約終了後） 紙 放送研究棟 学務部教務課長 教材係 廃棄
2014 学務部教務課 文書 放送大学叢書出版契約書等 放送大学叢書出版契約書等（平成26年度契約分） 学務部教務課長 2015/4/1 3年（契約終了後） 紙 放送研究棟 学務部教務課長 教材係 廃棄
2015 学務部教務課 文書 放送大学叢書出版契約書等 放送大学叢書出版契約書等（平成27年度契約分） 学務部教務課長 2016/4/1 3年（契約終了後） 紙 放送研究棟 学務部教務課長 教材係 廃棄
2016 学務部教務課 文書 放送大学叢書出版契約書等 放送大学叢書出版契約書等（平成28年度契約分） 学務部教務課長 2017/4/1 3年（契約終了後） 紙 放送研究棟 学務部教務課長 教材係 廃棄
2017 学務部教務課 文書 放送大学叢書出版契約書等 放送大学叢書出版契約書等（平成29年度契約分） 学務部教務課長 2018/4/1 3年（契約終了後） 紙 放送研究棟 学務部教務課長 教材係 廃棄
2018 学務部教務課 文書 放送大学叢書出版契約書等 放送大学叢書出版契約書等（平成30年度契約分） 学務部教務課長 2019/4/1 3年（契約終了後） 紙 教務課 学務部教務課長 教材係 廃棄
2019 学務部教務課 文書 放送大学叢書出版契約書等 放送大学叢書出版契約書等（令和元度契約分） 学務部教務課長 2020/4/1 3年（契約終了後） 紙 教務課 学務部教務課長 教材係 廃棄
2017 学務部教務課 文書 放送教材の貸出について 平成29年度放送教材貸出申請 学務部教務課長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 教務課 学務部教務課長 教材係 廃棄
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2018 学務部教務課 文書 放送教材の貸出について 平成30年度放送教材貸出申請 学務部教務課長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 教務課 学務部教務課長 教材係 廃棄
2019 学務部教務課 文書 放送教材の貸出について 令和元年度放送教材貸出申請 学務部教務課長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 教務課 学務部教務課長 教材係 廃棄
2017 学務部教務課 職員 出勤簿 出勤簿（平成29年） 学務部教務課長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 教務課 学務部教務課長 教務係 廃棄
2018 学務部教務課 職員 出勤簿 出勤簿（平成30年） 学務部教務課長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 教務課 学務部教務課長 教務係 廃棄
2019 学務部教務課 職員 出勤簿 出勤簿（令和元年） 学務部教務課長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 教務課 学務部教務課長 教務係 廃棄
2017 学務部教務課 職員 出勤簿 平成29年度　大学院教育支援者出勤簿 学務部教務課長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 教務課 学務部教務課長 大学院研究指導係 廃棄
2018 学務部教務課 職員 出勤簿 平成30年度　大学院教育支援者出勤簿 学務部教務課長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 教務課 学務部教務課長 大学院研究指導係 廃棄
2019 学務部教務課 職員 出勤簿 令和元年度　大学院教育支援者出勤簿 学務部教務課長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 教務課 学務部教務課長 大学院研究指導係 廃棄
2017 学務部教務課 職員 休暇簿 平成29年　休暇簿 学務部教務課長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 教務課 学務部教務課長 教務係 廃棄
2018 学務部教務課 職員 休暇簿 平成30年　休暇簿 学務部教務課長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 教務課 学務部教務課長 教務係 廃棄
2019 学務部教務課 職員 休暇簿 令和元年　休暇簿 学務部教務課長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 教務課 学務部教務課長 教務係 廃棄
2017 学務部教務課 職員 超過勤務命令簿等 勤務時間管理簿（平成29年度） 学務部教務課長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 教務課 学務部教務課長 教務係 廃棄
2018 学務部教務課 職員 超過勤務命令簿等 勤務時間管理簿（平成30年度） 学務部教務課長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 教務課 学務部教務課長 教務係 廃棄
2019 学務部教務課 職員 超過勤務命令簿等 勤務時間管理簿（令和元年度） 学務部教務課長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 教務課 学務部教務課長 教務係 廃棄
2019 学務部教務課 職員 研究指導報告書 研究指導報告書 学務部教務課長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 教務課 学務部教務課長 大学院研究指導係 廃棄
2019 学務部教務課 職員 研究レポート報告会 研究レポート報告会 学務部教務課長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 教務課 学務部教務課長 大学院研究指導係 廃棄
2010 学務部教務課 庶務 旅行命令（依頼）伺等 平成22年度　職員旅費 学務部教務課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 放送研究棟 学務部教務課長 教務係 廃棄
2011 学務部教務課 庶務 旅行命令（依頼）伺等 平成23年度　職員旅費 学務部教務課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 放送研究棟 学務部教務課長 教務係 廃棄
2012 学務部教務課 庶務 旅行命令（依頼）伺等 平成24年度　職員旅費 学務部教務課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 放送研究棟 学務部教務課長 教務係 廃棄
2013 学務部教務課 庶務 旅行命令（依頼）伺等 平成25年度　職員旅費 学務部教務課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 放送研究棟 学務部教務課長 教務係 廃棄
2014 学務部教務課 庶務 旅行命令（依頼）伺等 平成26年度　職員旅費 学務部教務課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 放送研究棟 学務部教務課長 教務係 廃棄
2015 学務部教務課 庶務 旅行命令（依頼）伺等 平成27年度　職員旅費 学務部教務課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 放送研究棟 学務部教務課長 教務係 廃棄
2016 学務部教務課 庶務 旅行命令（依頼）伺等 平成28年度　職員旅費 学務部教務課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 教務課 学務部教務課長 教務係 廃棄
2017 学務部教務課 庶務 旅行命令（依頼）伺等 平成29年度　職員旅費 学務部教務課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 教務課 学務部教務課長 教務係 廃棄
2018 学務部教務課 庶務 旅行命令（依頼）伺等 平成30年度　職員旅費 学務部教務課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 教務課 学務部教務課長 教務係 廃棄
2019 学務部教務課 庶務 旅行命令（依頼）伺等 令和元年度　職員旅費 学務部教務課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 教務課 学務部教務課長 教務係 廃棄
2010 学務部教務課 庶務 旅行命令（依頼）伺等 平成22年度　旅行伺教員用 学務部教務課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 教務課 学務部教務課長 大学院研究指導係 廃棄
2011 学務部教務課 庶務 旅行命令（依頼）伺等 平成23年度　旅行伺教員用 学務部教務課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 教務課 学務部教務課長 大学院研究指導係 廃棄
2012 学務部教務課 庶務 旅行命令（依頼）伺等 平成24年度　旅行伺教員用 学務部教務課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 教務課 学務部教務課長 大学院研究指導係 廃棄
2013 学務部教務課 庶務 旅行命令（依頼）伺等 平成25年度　旅行伺教員用 学務部教務課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 教務課 学務部教務課長 大学院研究指導係 廃棄
2014 学務部教務課 庶務 旅行命令（依頼）伺等 平成26年度　旅行伺教員用 学務部教務課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 教務課 学務部教務課長 大学院研究指導係 廃棄
2015 学務部教務課 庶務 旅行命令（依頼）伺等 平成27年度　旅行伺教員用 学務部教務課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 教務課 学務部教務課長 大学院研究指導係 廃棄
2016 学務部教務課 庶務 旅行命令（依頼）伺等 平成28年度　旅行伺教員用 学務部教務課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 教務課 学務部教務課長 大学院研究指導係 廃棄
2017 学務部教務課 庶務 旅行命令（依頼）伺等 平成30年度　旅行伺教員用 学務部教務課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 教務課 学務部教務課長 大学院研究指導係 廃棄
2018 学務部教務課 庶務 旅行命令（依頼）伺等 令和元年度　旅行伺教員用 学務部教務課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 教務課 学務部教務課長 大学院研究指導係 廃棄
2019 学務部教務課 庶務 旅行命令（依頼）伺等 令和元年度　旅行伺教員用 学務部教務課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 教務課 学務部教務課長 大学院研究指導係 廃棄
2010 学務部教務課 庶務 外勤交通費 平成22年度　外勤交通費 学務部教務課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 放送研究棟 学務部教務課長 教務係 廃棄
2011 学務部教務課 庶務 外勤交通費 平成23年度　外勤交通費 学務部教務課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 放送研究棟 学務部教務課長 教務係 廃棄
2012 学務部教務課 庶務 外勤交通費 平成24年度　外勤交通費 学務部教務課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 放送研究棟 学務部教務課長 教務係 廃棄
2013 学務部教務課 庶務 外勤交通費 平成25年度　外勤交通費 学務部教務課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 放送研究棟 学務部教務課長 教務係 廃棄
2014 学務部教務課 庶務 外勤交通費 平成26年度　外勤交通費 学務部教務課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 放送研究棟 学務部教務課長 教務係 廃棄
2015 学務部教務課 庶務 外勤交通費 平成27年度　外勤交通費 学務部教務課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 放送研究棟 学務部教務課長 教務係 廃棄
2016 学務部教務課 庶務 外勤交通費 平成28年度　外勤交通費 学務部教務課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 教務課 学務部教務課長 教務係 廃棄
2017 学務部教務課 庶務 外勤交通費 平成29年度　外勤交通費 学務部教務課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 教務課 学務部教務課長 教務係 廃棄
2018 学務部教務課 庶務 外勤交通費 平成30年度　外勤交通費 学務部教務課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 教務課 学務部教務課長 教務係 廃棄
2019 学務部教務課 庶務 外勤交通費 令和元年度　外勤交通費 学務部教務課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 教務課 学務部教務課長 教務係 廃棄
2006 学務部連携教育課 科目群履修認証制度 認証状発行 認証状発行①（自18.4.1至19.1.1） 教務部企画課長 2007/4/1 無期限 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 資格取得支援係 廃棄
2006 学務部連携教育課 科目群履修認証制度 認証状発行 認証状発行②（自19.2.1至19.3.1） 教務部企画課長 2007/4/1 無期限 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 資格取得支援係 廃棄
2007 学務部連携教育課 科目群履修認証制度 認証状発行 認証状発行③（19.4.1付け） 教務部企画課長 2008/4/1 無期限 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 資格取得支援係 廃棄
2007 学務部連携教育課 科目群履修認証制度 認証状発行 認証状発行④（自19.5.1至19.8.1） 教務部企画課長 2008/4/1 無期限 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 資格取得支援係 廃棄
2007 学務部連携教育課 科目群履修認証制度 認証状発行 認証状発行⑤（19.9.1付け） 教務部企画課長 2008/4/1 無期限 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 資格取得支援係 廃棄
2007 学務部連携教育課 科目群履修認証制度 認証状発行 認証状発行⑥（自19.10.1至19.11.1） 教務部企画課長 2008/4/1 無期限 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 資格取得支援係 廃棄
2007 学務部連携教育課 科目群履修認証制度 認証状発行 認証状発行⑦ 教務部企画課長 2008/4/1 無期限 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 資格取得支援係 廃棄
2007 学務部連携教育課 科目群履修認証制度 認証状発行 認証状発行①（20.3.1付および20.4.1付） 教務部企画課長 2008/4/1 無期限 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 資格取得支援係 廃棄
2007 学務部連携教育課 科目群履修認証制度 認証状発行 認証状発行②（20.3.1付および20.4.1付） 教務部企画課長 2008/4/1 無期限 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 資格取得支援係 廃棄
2008 学務部連携教育課 科目群履修認証制度 認証状発行 認証状発行③（20.4.1付） 総務企画課長 2009/4/1 無期限 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 資格取得支援係 廃棄
2008 学務部連携教育課 科目群履修認証制度 認証状発行 認証状発行④（20.4.1付） 総務企画課長 2009/4/1 無期限 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 資格取得支援係 廃棄
2008 学務部連携教育課 科目群履修認証制度 認証状発行 認証状発行（20.4.1付および20.5.1付） 教務部連携教育課長 2009/4/1 無期限 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 資格取得支援係 廃棄
2008 学務部連携教育課 科目群履修認証制度 認証状発行 認証状発行（20.6.1付および20.8.1付） 教務部連携教育課長 2009/4/1 無期限 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 資格取得支援係 廃棄
2008 学務部連携教育課 科目群履修認証制度 認証状発行 認証状発行①（20.9.1付） 教務部連携教育課長 2009/4/1 無期限 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 資格取得支援係 廃棄
2008 学務部連携教育課 科目群履修認証制度 認証状発行 認証状発行②（20.9.1付） 教務部連携教育課長 2009/4/1 無期限 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 資格取得支援係 廃棄
2008 学務部連携教育課 科目群履修認証制度 認証状発行 認証状発行（H20）10.1付および11.1付 教務部連携教育課長 2009/4/1 無期限 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 資格取得支援係 廃棄
2008 学務部連携教育課 科目群履修認証制度 認証状発行 認証状発行（H20）12.1付～2.1付 教務部連携教育課長 2009/4/1 無期限 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 資格取得支援係 廃棄
2008 学務部連携教育課 科目群履修認証制度 認証状発行 認証状発行（H20）3.1付① 教務部連携教育課長 2009/4/1 無期限 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 資格取得支援係 廃棄
2008 学務部連携教育課 科目群履修認証制度 認証状発行 認証状発行（H20）3.1付② 教務部連携教育課長 2009/4/1 無期限 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 資格取得支援係 廃棄
2008 学務部連携教育課 科目群履修認証制度 認証状発行 認証状発行（H21）4.1付および5.1付 教務部連携教育課長 2009/4/1 無期限 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 資格取得支援係 廃棄
2008 学務部連携教育課 科目群履修認証制度 認証状発行 認証状発行（H21）6.1付～8.1付 教務部連携教育課長 2009/4/1 無期限 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 資格取得支援係 廃棄
2008 学務部連携教育課 科目群履修認証制度 認証状発行 認証状発行（H21）9.1付 教務部連携教育課長 2009/4/1 無期限 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 資格取得支援係 廃棄
2008 学務部連携教育課 科目群履修認証制度 認証状発行 認証状発行（H21）10.1付～1.1付 学務部連携教育課長 2009/4/1 無期限 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 資格取得支援係 廃棄
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措置結果
2009 学務部連携教育課 科目群履修認証制度 認証状発行 認証状発行（H21）2.1付 学務部連携教育課長 2010/4/1 無期限 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 資格取得支援係 廃棄
2010 学務部連携教育課 科目群履修認証制度 認証状発行 認証状発行（H21）3.1付～（H22）4.1付 学務部連携教育課長 2011/4/1 無期限 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 資格取得支援係 廃棄
2010 学務部連携教育課 科目群履修認証制度 認証状発行 認証状発行（H22）5.31付～7.31付 学務部連携教育課長 2011/4/1 無期限 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 資格取得支援係 廃棄
2010 学務部連携教育課 科目群履修認証制度 認証状発行 認証状発行（H22）8.31付 学務部連携教育課長 2011/4/1 無期限 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 資格取得支援係 廃棄
2010 学務部連携教育課 科目群履修認証制度 認証状発行 認証状発行（H22）9.30付 学務部連携教育課長 2011/4/1 無期限 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 資格取得支援係 廃棄
2010 学務部連携教育課 科目群履修認証制度 認証状発行 認証状発行（H22）10.31付 学務部連携教育課長 2011/4/1 無期限 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 資格取得支援係 廃棄
2010 学務部連携教育課 科目群履修認証制度 認証状発行 認証状発行（H22）11.1～2.29付 学務部連携教育課長 2011/4/1 無期限 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 資格取得支援係 廃棄
2011 学務部連携教育課 科目群履修認証制度 認証状発行 認証状発行（H23）4.1～3.31付 学務部連携教育課長 2012/4/1 無期限 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 資格取得支援係 廃棄
2012 学務部連携教育課 科目群履修認証制度 認証状発行 認証状発行（H24）4.30付～7.31付 学務部連携教育課長 2013/4/1 無期限 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 資格取得支援係 廃棄
2012 学務部連携教育課 科目群履修認証制度 認証状発行 認証状発行（H24）8.31付 学務部連携教育課長 2013/4/1 無期限 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 資格取得支援係 廃棄
2012 学務部連携教育課 科目群履修認証制度 認証状発行 認証状発行（H24）9.30付～1.31付 学務部連携教育課長 2013/4/1 無期限 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 資格取得支援係 廃棄
2013 学務部連携教育課 科目群履修認証制度 認証状発行 認証状発行（H25））4.30付 学務部連携教育課長 2014/4/1 無期限 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 資格取得支援係 廃棄
2013 学務部連携教育課 科目群履修認証制度 認証状発行 認証状発行（H25）5.31付～7.31付 学務部連携教育課長 2014/4/1 無期限 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 資格取得支援係 廃棄
2013 学務部連携教育課 科目群履修認証制度 認証状発行 認証状発行（H25）8.31付 学務部連携教育課長 2014/4/1 無期限 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 資格取得支援係 廃棄
2013 学務部連携教育課 科目群履修認証制度 認証状発行 認証状発行（H25）9.30付～11.30付 学務部連携教育課長 2014/4/1 無期限 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 資格取得支援係 廃棄
2013 学務部連携教育課 科目群履修認証制度 認証状発行 認証状発行（H25）12.31～2.28付 学務部連携教育課長 2014/4/1 無期限 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 資格取得支援係 廃棄
2013 学務部連携教育課 科目群履修認証制度 認証状発行 認証状発行（H25）3.31付 学務部連携教育課長 2014/4/1 無期限 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 資格取得支援係 廃棄
2014 学務部連携教育課 科目群履修認証制度 認証状発行 認証状発行（H26）4.30付～5.31付 学務部連携教育課長 2015/4/1 無期限 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 資格取得支援係 廃棄
2014 学務部連携教育課 科目群履修認証制度 認証状発行 認証状発行（H26）6.30付～7.31付 学務部連携教育課長 2015/4/1 無期限 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 資格取得支援係 廃棄
2014 学務部連携教育課 科目群履修認証制度 認証状発行 認証状発行（H26）831付 学務部連携教育課長 2015/4/1 無期限 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 資格取得支援係 廃棄
2014 学務部連携教育課 科目群履修認証制度 認証状発行 認証状発行（H26）9.30付～11.30付 学務部連携教育課長 2015/4/1 無期限 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 資格取得支援係 廃棄
2014 学務部連携教育課 科目群履修認証制度 認証状発行 認証状発行（H26）12.31～2.28付 学務部連携教育課長 2015/4/1 無期限 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 資格取得支援係 廃棄
2014 学務部連携教育課 科目群履修認証制度 認証状発行 認証状発行（H26）3.31付 学務部連携教育課長 2015/4/1 無期限 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 資格取得支援係 廃棄
2015 学務部連携教育課 科目群履修認証制度 認証状発行 認証状発行（H27）4.30付～1.31付 学務部連携教育課長 2016/4/1 無期限 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 資格取得支援係 廃棄
2015 学務部連携教育課 科目群履修認証制度 認証状発行 認証状発行（H27）831付 学務部連携教育課長 2016/4/1 無期限 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 資格取得支援係 廃棄
2015 学務部連携教育課 科目群履修認証制度 認証状発行 認証状発行（H27）2.29～3.31付 学務部連携教育課長 2016/4/1 無期限 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 資格取得支援係 廃棄
2016 学務部連携教育課 科目群履修認証制度 認証状発行 認証状発行（H28）4.1～3.31付（8月分除く） 学務部連携教育課長 2017/4/1 無期限 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 資格取得支援係 廃棄
2016 学務部連携教育課 科目群履修認証制度 認証状発行 認証状発行（H28）8.1～8.31付 学務部連携教育課長 2017/4/1 無期限 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 資格取得支援係 廃棄
2017 学務部連携教育課 科目群履修認証制度 認証状発行 認証状発行（H29）4.1～3.31付（8.2.3月分除く） 学務部連携教育課長 2018/4/1 無期限 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 資格取得支援係 廃棄
2017 学務部連携教育課 科目群履修認証制度 認証状発行 認証状発行（H29）8.1～8.31付 学務部連携教育課長 2018/4/1 無期限 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 資格取得支援係 廃棄
2017 学務部連携教育課 科目群履修認証制度 認証状発行 認証状発行（H29）2.1～3.31付 学務部連携教育課長 2018/4/1 無期限 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 資格取得支援係 廃棄
2018 学務部連携教育課 科目群履修認証制度 認証状発行 認証状発行（H30）4.1～3.31付（8.9.2.3月分除く） 学務部連携教育課長 2019/4/1 無期限 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 資格取得支援係 廃棄
2018 学務部連携教育課 科目群履修認証制度 認証状発行 認証状発行（H30）8.1～9.30付 学務部連携教育課長 2019/4/1 無期限 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 資格取得支援係 廃棄
2018 学務部連携教育課 科目群履修認証制度 認証状発行 認証状発行（H30）2.1～3.31付 学務部連携教育課長 2019/4/1 無期限 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 資格取得支援係 廃棄
2019 学務部連携教育課 科目群履修認証制度 認証状発行 認証状発行（R1）4.1～3.31付（8.9.2.3月分除く） 学務部連携教育課長 2020/4/1 無期限 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 資格取得支援係 廃棄
2019 学務部連携教育課 科目群履修認証制度 認証状発行 認証状発行（R1）8.1～9.30付 学務部連携教育課長 2020/4/1 無期限 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 資格取得支援係 廃棄
2019 学務部連携教育課 科目群履修認証制度 認証状発行 認証状発行（R1）2.1～3.31付 学務部連携教育課長 2020/4/1 無期限 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 資格取得支援係 廃棄
1998 学務部連携教育課 各種資格 学校図書館司書教諭講習修了者名簿等 学校図書館司書教諭講習修了者名簿等（平成１０年度） 教務課長 1999/4/1 無期限 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 資格取得支援係 廃棄
1999 学務部連携教育課 各種資格 学校図書館司書教諭講習修了者名簿等 学校図書館司書教諭講習修了者名簿等（平成１１年度） 教務課長 2000/4/1 無期限 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 資格取得支援係 廃棄
2000 学務部連携教育課 各種資格 学校図書館司書教諭講習修了者名簿等 学校図書館司書教諭講習修了者名簿等（平成１２年度） 教務課長 2001/4/1 無期限 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 資格取得支援係 廃棄
2001 学務部連携教育課 各種資格 学校図書館司書教諭講習修了者名簿等 学校図書館司書教諭講習修了者名簿等（平成１３年度） 教務課長 2002/4/1 無期限 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 資格取得支援係 廃棄
2002 学務部連携教育課 各種資格 学校図書館司書教諭講習修了者名簿等 学校図書館司書教諭講習修了者名簿等（平成１４年度） 教務課長 2003/4/1 無期限 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 資格取得支援係 廃棄
2003 学務部連携教育課 各種資格 学校図書館司書教諭講習修了者名簿等 学校図書館司書教諭講習修了者名簿等（平成１５年度） 教務課長 2004/4/1 無期限 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 資格取得支援係 廃棄
2004 学務部連携教育課 各種資格 学校図書館司書教諭講習修了者名簿等 学校図書館司書教諭講習修了者名簿等（平成１６年度） 教務課長 2005/4/1 無期限 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 資格取得支援係 廃棄
2005 学務部連携教育課 各種資格 学校図書館司書教諭講習修了者名簿等 学校図書館司書教諭講習修了者名簿等（平成１７年度） 教務課長 2006/4/1 無期限 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 資格取得支援係 廃棄
2006 学務部連携教育課 各種資格 学校図書館司書教諭講習修了者名簿等 学校図書館司書教諭講習修了者名簿等（平成１８年度） 教務課長 2007/4/1 無期限 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 資格取得支援係 廃棄
2007 学務部連携教育課 各種資格 学校図書館司書教諭講習修了者名簿等 学校図書館司書教諭講習修了者名簿等（平成１９年度） 教務課長 2008/4/1 無期限 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 資格取得支援係 廃棄
2008 学務部連携教育課 各種資格 学校図書館司書教諭講習修了者名簿等 学校図書館司書教諭講習修了者名簿等（平成２０年度） 教務部連携教育課長 2009/4/1 無期限 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 資格取得支援係 廃棄
2009 学務部連携教育課 各種資格 学校図書館司書教諭講習修了者名簿等 学校図書館司書教諭講習修了者名簿等（平成２１年度） 教務部連携教育課長 2010/4/1 無期限 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 資格取得支援係 廃棄
2010 学務部連携教育課 各種資格 学校図書館司書教諭講習修了者名簿等 学校図書館司書教諭講習修了者名簿等（平成２２年度） 教務部連携教育課長 2011/4/1 無期限 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 資格取得支援係 廃棄
2011 学務部連携教育課 各種資格 学校図書館司書教諭講習修了者名簿等 学校図書館司書教諭講習修了者名簿等（平成２３年度） 学務部連携教育課長 2012/4/1 無期限 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 資格取得支援係 廃棄
2012 学務部連携教育課 各種資格 学校図書館司書教諭講習修了者名簿等 学校図書館司書教諭講習修了者名簿等（平成２４年度） 学務部連携教育課長 2013/4/1 無期限 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 資格取得支援係 廃棄
2013 学務部連携教育課 各種資格 学校図書館司書教諭講習修了者名簿等 学校図書館司書教諭講習修了者名簿等（平成２５年度） 学務部連携教育課長 2014/4/1 無期限 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 資格取得支援係 廃棄
2014 学務部連携教育課 各種資格 学校図書館司書教諭講習修了者名簿等 学校図書館司書教諭講習修了者名簿等（平成２６年度） 学務部連携教育課長 2015/4/1 無期限 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 資格取得支援係 廃棄
2015 学務部連携教育課 各種資格 学校図書館司書教諭講習修了者名簿等 学校図書館司書教諭講習修了者名簿等（平成２７年度） 学務部連携教育課長 2016/4/1 無期限 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 資格取得支援係 廃棄
2016 学務部連携教育課 各種資格 学校図書館司書教諭講習修了者名簿等 学校図書館司書教諭講習修了者名簿等（平成２８年度） 学務部連携教育課長 2017/4/1 無期限 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 資格取得支援係 廃棄
2017 学務部連携教育課 各種資格 学校図書館司書教諭講習修了者名簿等 学校図書館司書教諭講習修了者名簿等（平成２９年度） 学務部連携教育課長 2018/4/1 無期限 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 資格取得支援係 廃棄
2018 学務部連携教育課 各種資格 学校図書館司書教諭講習修了者名簿等 学校図書館司書教諭講習修了者名簿等（平成３０年度） 学務部連携教育課長 2019/4/1 無期限 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 資格取得支援係 廃棄
2019 学務部連携教育課 各種資格 学校図書館司書教諭講習修了者名簿等 学校図書館司書教諭講習修了者名簿等（令和元年度） 学務部連携教育課長 2020/4/1 無期限 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 資格取得支援係 廃棄
2010 学務部連携教育課 科目群履修認証制度 科目群履修認証制度関係 平成23年度エキスパート 学務部連携教育課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 資格取得支援係 廃棄
2011 学務部連携教育課 科目群履修認証制度 科目群履修認証制度関係 平成24年度エキスパート 学務部連携教育課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 資格取得支援係 廃棄
2012 学務部連携教育課 科目群履修認証制度 科目群履修認証制度関係 平成25年度エキスパート 学務部連携教育課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 資格取得支援係 廃棄
2013 学務部連携教育課 科目群履修認証制度 科目群履修認証制度関係 平成26年度エキスパート 学務部連携教育課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 資格取得支援係 廃棄
2014 学務部連携教育課 科目群履修認証制度 科目群履修認証制度関係 平成27年度エキスパート 学務部連携教育課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 資格取得支援係 廃棄
2015 学務部連携教育課 科目群履修認証制度 科目群履修認証制度関係 平成28年度エキスパート 学務部連携教育課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 資格取得支援係 廃棄
2016 学務部連携教育課 科目群履修認証制度 科目群履修認証制度関係 平成29年度エキスパート 学務部連携教育課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 資格取得支援係 廃棄
2017 学務部連携教育課 科目群履修認証制度 科目群履修認証制度関係 平成30年度エキスパート 学務部連携教育課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 資格取得支援係 廃棄
2018 学務部連携教育課 科目群履修認証制度 科目群履修認証制度関係 平成31年度エキスパート 学務部連携教育課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 資格取得支援係 廃棄
2019 学務部連携教育課 科目群履修認証制度 科目群履修認証制度関係 令和2年度エキスパート 学務部連携教育課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 資格取得支援係 廃棄
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措置結果
2015 学務部連携教育課 科目群履修認証制度 認証状発行手数料関係 エキスパート返金（平成２７年度） 学務部連携教育課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 資格取得支援係 廃棄
2016 学務部連携教育課 科目群履修認証制度 認証状発行手数料関係 エキスパート返金（平成２８年度） 学務部連携教育課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 資格取得支援係 廃棄
2017 学務部連携教育課 科目群履修認証制度 認証状発行手数料関係 エキスパート返金（平成２９年度） 学務部連携教育課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 資格取得支援係 廃棄
2018 学務部連携教育課 科目群履修認証制度 認証状発行手数料関係 エキスパート返金（平成３０年度） 学務部連携教育課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 資格取得支援係 廃棄
2019 学務部連携教育課 科目群履修認証制度 認証状発行手数料関係 エキスパート返金（令和元年度） 学務部連携教育課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 資格取得支援係 廃棄
2010 学務部連携教育課 各種資格 教員免許状及び各種資格について 平成２２年度教員免許状及び各種資格について 教務部連携教育課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 資格取得支援係 廃棄
2011 学務部連携教育課 各種資格 教員免許状及び各種資格について 平成２３年度教員免許状及び各種資格について 教務部連携教育課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 資格取得支援係 廃棄
2012 学務部連携教育課 各種資格 教員免許状及び各種資格について 平成２４年度教員免許状及び各種資格について 学務部連携教育課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 資格取得支援係 廃棄
2013 学務部連携教育課 各種資格 教員免許状及び各種資格について 平成２５年度教員免許状及び各種資格について 学務部連携教育課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 資格取得支援係 廃棄
2014 学務部連携教育課 各種資格 教員免許状及び各種資格について 平成２６年度教員免許状及び各種資格について 学務部連携教育課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 資格取得支援係 廃棄
2015 学務部連携教育課 各種資格 教員免許状及び各種資格について 平成２７年度教員免許状及び各種資格について 学務部連携教育課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 資格取得支援係 廃棄
2016 学務部連携教育課 各種資格 教員免許状及び各種資格について 平成２８年度教員免許状及び各種資格について 学務部連携教育課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 資格取得支援係 廃棄
2017 学務部連携教育課 各種資格 教員免許状及び各種資格について 平成２９年度教員免許状及び各種資格について 学務部連携教育課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 資格取得支援係 廃棄
2018 学務部連携教育課 各種資格 教員免許状及び各種資格について 平成３０年度教員免許状及び各種資格について 学務部連携教育課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 資格取得支援係 廃棄
2019 学務部連携教育課 各種資格 教員免許状及び各種資格について 令和元年度教員免許状及び各種資格について 学務部連携教育課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 資格取得支援係 廃棄
2011 学務部連携教育課 各種資格 免許法認定通信教育関連 免許法認定通信教育関連 学務部連携教育課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 資格取得支援係 廃棄
2012 学務部連携教育課 各種資格 岐阜女子大学連携博物館実習 平成２４年度岐阜女子大学連携博物館実習 学務部連携教育課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 資格取得支援係 廃棄
2013 学務部連携教育課 各種資格 岐阜女子大学連携博物館実習 平成２５年度岐阜女子大学連携博物館実習 学務部連携教育課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 資格取得支援係 廃棄
2014 学務部連携教育課 各種資格 岐阜女子大学連携博物館実習 平成２６年度岐阜女子大学連携博物館実習 学務部連携教育課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 資格取得支援係 廃棄
2015 学務部連携教育課 各種資格 岐阜女子大学連携博物館実習 平成２７年度岐阜女子大学連携博物館実習 学務部連携教育課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 資格取得支援係 廃棄
2016 学務部連携教育課 各種資格 岐阜女子大学連携博物館実習 平成２８年度岐阜女子大学連携博物館実習 学務部連携教育課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 資格取得支援係 廃棄
2017 学務部連携教育課 各種資格 岐阜女子大学連携博物館実習 平成２９年度岐阜女子大学連携博物館実習 学務部連携教育課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 資格取得支援係 廃棄
2018 学務部連携教育課 各種資格 岐阜女子大学連携博物館実習 平成３０年度岐阜女子大学連携博物館実習 学務部連携教育課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 資格取得支援係 廃棄
2019 学務部連携教育課 各種資格 岐阜女子大学連携博物館実習 令和元年度岐阜女子大学連携博物館実習 学務部連携教育課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 資格取得支援係 廃棄
2016 学務部連携教育課 各種資格 東京情報大学連携博物館実習 平成２８年度東京情報大学連携博物館実習 学務部連携教育課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 資格取得支援係 廃棄
2017 学務部連携教育課 各種資格 東京情報大学連携博物館実習 平成２９年度東京情報大学連携博物館実習 学務部連携教育課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 資格取得支援係 廃棄
2018 学務部連携教育課 各種資格 東京情報大学連携博物館実習 平成３０年度東京情報大学連携博物館実習 学務部連携教育課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 資格取得支援係 廃棄
2016 学務部連携教育課 各種資格 九州産業大学連携博物館実習 平成２９年度九州産業大学連携博物館実習 学務部連携教育課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 資格取得支援係 廃棄
2017 学務部連携教育課 各種資格 九州産業大学連携博物館実習 平成３０年度九州産業大学連携博物館実習 学務部連携教育課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 資格取得支援係 廃棄
2018 学務部連携教育課 各種資格 九州産業大学連携博物館実習 平成３１年度九州産業大学連携博物館実習 学務部連携教育課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 資格取得支援係 廃棄
2019 学務部連携教育課 各種資格 九州産業大学連携博物館実習 令和２年度九州産業大学連携博物館実習 学務部連携教育課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 資格取得支援係 廃棄
2016 学務部連携教育課 各種資格 四国大学連携博物館実習 平成２９年度四国大学連携博物館実習 学務部連携教育課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 資格取得支援係 廃棄
2017 学務部連携教育課 各種資格 四国大学連携博物館実習 平成３０年度四国大学連携博物館実習 学務部連携教育課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 資格取得支援係 廃棄
2018 学務部連携教育課 各種資格 四国大学連携博物館実習 平成３１年度四国大学連携博物館実習 学務部連携教育課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 資格取得支援係 廃棄
2019 学務部連携教育課 各種資格 四国大学連携博物館実習 令和２年度四国大学連携博物館実習 学務部連携教育課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 資格取得支援係 廃棄
1996 学務部連携教育課 各種資格 放送大学を利用して大学評価・学位授与機構で学士を得ようとする方へ（冊子・保存用） 放送大学を利用して大学評価・学位授与機構で学士を得ようとする方へ（冊子・保存用） 教務部修学支援課長 1997/4/1 30年 2027/3/31 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 資格取得支援係 廃棄
2010 学務部連携教育課 各種資格 放送大学を利用して大学評価・学位授与機構で学士を得ようとする方へ 平成２２年度放送大学を利用して大学評価・学位授与機構で学士を得ようとする方へ 教務部連携教育課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 資格取得支援係 廃棄
2011 学務部連携教育課 各種資格 放送大学を利用して大学評価・学位授与機構で学士を得ようとする方へ 平成２３年度放送大学を利用して大学評価・学位授与機構で学士を得ようとする方へ 教務部連携教育課長 2012/4/1 10年 2021/3/31 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 資格取得支援係 廃棄
2012 学務部連携教育課 各種資格 放送大学を利用して大学評価・学位授与機構で学士を得ようとする方へ 平成２４年度～　学位冊子 学務部連携教育課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 資格取得支援係 廃棄
2013 学務部連携教育課 各種資格 放送大学を利用して大学評価・学位授与機構で学士を得ようとする方へ 平成２５年度～　学位冊子 学務部連携教育課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 資格取得支援係 廃棄
2014 学務部連携教育課 各種資格 放送大学を利用して大学評価・学位授与機構で学士を得ようとする方へ 平成２６年度～　学位冊子 学務部連携教育課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 資格取得支援係 廃棄
2015 学務部連携教育課 各種資格 放送大学を利用して大学評価・学位授与機構で学士を得ようとする方へ 平成２７年度～　学位冊子 学務部連携教育課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 資格取得支援係 廃棄
2016 学務部連携教育課 各種資格 放送大学を利用して大学評価・学位授与機構で学士を得ようとする方へ 平成２８年度～　学位冊子 学務部連携教育課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 資格取得支援係 廃棄
2017 学務部連携教育課 各種資格 放送大学を利用して大学評価・学位授与機構で学士を得ようとする方へ 平成２９年度　学位冊子 学務部連携教育課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 資格取得支援係 廃棄
2018 学務部連携教育課 各種資格 放送大学を利用して大学評価・学位授与機構で学士を得ようとする方へ 平成３０年度　学位冊子 学務部連携教育課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 資格取得支援係 廃棄
2019 学務部連携教育課 各種資格 放送大学を利用して大学評価・学位授与機構で学士を得ようとする方へ 令和元年度　学位冊子 学務部連携教育課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 資格取得支援係 廃棄
2010 学務部連携教育課 各種資格 認定心理士 平成22年度　認定心理士資格取得の手引き 教務部連携教育課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 資格取得支援係 廃棄
2011 学務部連携教育課 各種資格 認定心理士 平成23年度　認定心理士資格取得の手引き 教務部連携教育課長 2012/4/1 10年 2021/3/31 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 資格取得支援係 廃棄
2012 学務部連携教育課 各種資格 認定心理士 平成24年度　認定心理士資格取得の手引き 学務部連携教育課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 資格取得支援係 廃棄
2013 学務部連携教育課 各種資格 認定心理士 平成25年度　認定心理士資格取得の手引き 学務部連携教育課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 資格取得支援係 廃棄
2014 学務部連携教育課 各種資格 認定心理士 平成26年度　認定心理士資格取得の手引き 学務部連携教育課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 資格取得支援係 廃棄
2015 学務部連携教育課 各種資格 認定心理士 平成27年度　認定心理士資格取得の手引き 学務部連携教育課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 資格取得支援係 廃棄
2016 学務部連携教育課 各種資格 認定心理士 平成28年度　認定心理士資格取得の手引き 学務部連携教育課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 資格取得支援係 廃棄
2017 学務部連携教育課 各種資格 認定心理士 平成29年度　認定心理士資格取得の手引き 学務部連携教育課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 資格取得支援係 廃棄
2018 学務部連携教育課 各種資格 認定心理士 平成30年度　認定心理士資格取得の手引き 学務部連携教育課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 資格取得支援係 廃棄
2019 学務部連携教育課 各種資格 認定心理士 令和元年度　認定心理士資格取得の手引き 学務部連携教育課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 資格取得支援係 廃棄
2016 学務部連携教育課 各種資格 特定行為研修 特定行為研修(平成28年度～） 学務部連携教育課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 資格取得支援係 廃棄
2017 学務部連携教育課 各種資格 公認心理師 公認心理師対応検討WG 学務部連携教育課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 公認心理師係 廃棄
2018 学務部連携教育課 各種資格 公認心理師 公認心理師対応検討WG 学務部連携教育課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 公認心理師係 廃棄
2019 学務部連携教育課 各種資格 公認心理師 公認心理師教育企画運営委員会 学務部連携教育課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 公認心理師係 廃棄
2019 学務部連携教育課 各種資格 公認心理師 公認心理師開講科目確認書 学務部連携教育課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 公認心理師係 廃棄
2017 学務部連携教育課 各種資格 キャリアコンサルタント更新講習（知識講習） キャリアコンサルタント更新講習（平成２９年度） 学務部連携教育課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 連携協力係 廃棄
2018 学務部連携教育課 各種資格 キャリアコンサルタント更新講習（知識講習） キャリアコンサルタント更新講習（平成３０年度） 学務部連携教育課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 連携協力係 廃棄
2019 学務部連携教育課 各種資格 キャリアコンサルタント更新講習（知識講習） キャリアコンサルタント更新講習（令和元年度） 学務部連携教育課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 連携協力係 廃棄
2010 学務部連携教育課 庶務 旅行命令（依頼）伺等 旅行命令伺（平成２２年度） 教務部連携教育課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 企画推進係 廃棄
2011 学務部連携教育課 庶務 旅行命令（依頼）伺等 旅行命令伺（平成２３年度） 学務部連携教育課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 企画推進係 廃棄
2012 学務部連携教育課 庶務 旅行命令（依頼）伺等 旅行命令伺（平成２４年度） 学務部連携教育課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 企画推進係 廃棄
2013 学務部連携教育課 庶務 旅行命令（依頼）伺等 旅行命令伺（平成２５年度） 学務部連携教育課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 企画推進係 廃棄
2014 学務部連携教育課 庶務 旅行命令（依頼）伺等 旅行命令伺（平成２６年度） 学務部連携教育課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 企画推進係 廃棄
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2015 学務部連携教育課 庶務 旅行命令（依頼）伺等 旅行命令伺（平成２７年度） 学務部連携教育課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 企画推進係 廃棄
2016 学務部連携教育課 庶務 旅行命令（依頼）伺等 旅行命令伺（平成２８年度） 学務部連携教育課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 企画推進係 廃棄
2017 学務部連携教育課 庶務 旅行命令（依頼）伺等 旅行命令伺（平成２９年度） 学務部連携教育課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 企画推進係 廃棄
2018 学務部連携教育課 庶務 旅行命令（依頼）伺等 旅行命令伺（平成３０年度） 学務部連携教育課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 企画推進係 廃棄
2019 学務部連携教育課 庶務 旅行命令（依頼）伺等 旅行命令伺（令和元年度） 学務部連携教育課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 企画推進係 廃棄
2010 学務部連携教育課 庶務 外勤交通費 平成22年度　外勤交通費 学務部連携教育課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 企画推進係 廃棄
2011 学務部連携教育課 庶務 外勤交通費 平成23年度　外勤交通費 学務部連携教育課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 企画推進係 廃棄
2012 学務部連携教育課 庶務 外勤交通費 平成24年度　外勤交通費 学務部連携教育課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 企画推進係 廃棄
2013 学務部連携教育課 庶務 外勤交通費 平成25年度　外勤交通費 学務部連携教育課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 企画推進係 廃棄
2014 学務部連携教育課 庶務 外勤交通費 平成26年度　外勤交通費 学務部連携教育課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 企画推進係 廃棄
2015 学務部連携教育課 庶務 外勤交通費 平成27年度　外勤交通費 学務部連携教育課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 企画推進係 廃棄
2016 学務部連携教育課 庶務 外勤交通費 平成28年度　外勤交通費 学務部連携教育課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 企画推進係 廃棄
2017 学務部連携教育課 庶務 外勤交通費 平成29年度　外勤交通費 学務部連携教育課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 企画推進係 廃棄
2018 学務部連携教育課 庶務 外勤交通費 平成30年度　外勤交通費 学務部連携教育課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 企画推進係 廃棄
2019 学務部連携教育課 庶務 外勤交通費 令和元年度　外勤交通費 学務部連携教育課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 企画推進係 廃棄
2017 学務部連携教育課 職員 出勤簿 出勤簿（平成２９年度） 学務部連携教育課長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 企画推進係 廃棄
2018 学務部連携教育課 職員 出勤簿 出勤簿（平成３０年度） 学務部連携教育課長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 企画推進係 廃棄
2019 学務部連携教育課 職員 出勤簿 出勤簿（令和元年度） 学務部連携教育課長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 企画推進係 廃棄
2017 学務部連携教育課 職員 休暇簿・週休日・勤務時間割振表 休暇簿（平成２９年度） 学務部連携教育課長 2018/4/1 3年 2021/4/1 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 企画推進係 廃棄
2018 学務部連携教育課 職員 休暇簿・週休日・勤務時間割振表 休暇簿（平成３０年度） 学務部連携教育課長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 企画推進係 廃棄
2019 学務部連携教育課 職員 休暇簿・週休日・勤務時間割振表 休暇簿（令和元年度） 学務部連携教育課長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 企画推進係 廃棄
2017 学務部連携教育課 職員 超過勤務命令簿等 勤務時間報告書（平成２９年度） 学務部連携教育課長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 企画推進係 廃棄
2018 学務部連携教育課 職員 超過勤務命令簿等 勤務時間報告書（平成３０年度） 学務部連携教育課長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 企画推進係 廃棄
2019 学務部連携教育課 職員 超過勤務命令簿等 勤務時間報告書（令和元年度） 学務部連携教育課長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 企画推進係 廃棄
2015 学務部連携教育課 寄附科目 寄附科目関係 寄付金関係（寄附科目）（平成２７年度） 学務部連携教育課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 企画推進係 廃棄
2016 学務部連携教育課 寄附科目 寄附科目関係 寄付金関係（寄附科目）（平成２８年度） 学務部連携教育課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 企画推進係 廃棄
2017 学務部連携教育課 寄附科目 寄附科目関係 寄付金関係（寄附科目）（平成２９年度） 学務部連携教育課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 企画推進係 廃棄
2018 学務部連携教育課 寄附科目 寄附科目関係 寄付金関係（寄附科目）（平成３０年度） 学務部連携教育課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 企画推進係 廃棄
2019 学務部連携教育課 寄附科目 寄附科目関係 寄付金関係（寄附科目）（令和元年度） 学務部連携教育課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 企画推進係 廃棄
2017 学務部連携教育課 単位互換 単位互換関係 教育協力型単位互換（平成２９年度） 学務部連携教育課長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 連携協力係 廃棄
2018 学務部連携教育課 単位互換 単位互換関係 教育協力型単位互換（平成３０年度） 学務部連携教育課長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 連携協力係 廃棄
2019 学務部連携教育課 単位互換 単位互換関係 教育協力型単位互換（令和元年度） 学務部連携教育課長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 連携協力係 廃棄
2017 学務部連携教育課 単位互換 単位互換関係 放送大学学習体験プラン（平成２９年度） 学務部連携教育課長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 連携協力係 廃棄
2017 学務部連携教育課 単位互換 単位互換関係 単位互換関係業務（平成２９年度） 学務部連携教育課長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 連携協力係 廃棄
2018 学務部連携教育課 単位互換 単位互換関係 単位互換関係業務（平成３０年度） 学務部連携教育課長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 連携協力係 廃棄
2019 学務部連携教育課 単位互換 単位互換関係 単位互換関係業務（令和元年度） 学務部連携教育課長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 連携協力係 廃棄
2017 学務部連携教育課 単位互換 単位互換関係 双方向単位互換関係業務（平成２９年度） 学務部連携教育課長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 連携協力係 廃棄
2018 学務部連携教育課 単位互換 単位互換関係 双方向単位互換関係業務（平成３０年度） 学務部連携教育課長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 連携協力係 廃棄
2019 学務部連携教育課 単位互換 単位互換関係 双方向単位互換関係業務（令和元年度） 学務部連携教育課長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 連携協力係 廃棄
2015 学務部連携教育課 調査統計 各種照会関係書類等 連携教育課各種照会関係（平成２７年度） 学務部連携教育課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 企画推進係 廃棄
2016 学務部連携教育課 調査統計 各種照会関係書類等 連携教育課各種照会関係（平成２８年度） 学務部連携教育課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 企画推進係 廃棄
2017 学務部連携教育課 調査統計 各種照会関係書類等 連携教育課各種照会関係（平成２９年度） 学務部連携教育課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 企画推進係 廃棄
2018 学務部連携教育課 調査統計 各種照会関係書類等 連携教育課各種照会関係（平成３０年度） 学務部連携教育課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 企画推進係 廃棄
2019 学務部連携教育課 調査統計 各種照会関係書類等 連携教育課各種照会関係（令和元年度） 学務部連携教育課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 企画推進係 廃棄
2004 学務部連携教育課 看護 看護対応科目関連（保存用） 看護（各養成所カリキュラム・対応科目一覧）（保存用） 学務部連携教育課長 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 資格取得支援係 廃棄
2015 学務部連携教育課 看護 看護対応科目関連 看護対応科目（平成28年度） 学務部連携教育課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 資格取得支援係 廃棄
2016 学務部連携教育課 看護 看護対応科目関連 看護対応科目（平成29年度） 学務部連携教育課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 資格取得支援係 廃棄
2017 学務部連携教育課 看護 看護対応科目関連 看護対応科目（平成30年度） 学務部連携教育課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 資格取得支援係 廃棄
2018 学務部連携教育課 看護 看護対応科目関連 看護対応科目（平成31年度） 学務部連携教育課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 資格取得支援係 廃棄
2019 学務部連携教育課 看護 看護対応科目関連 看護対応科目（令和2年度） 学務部連携教育課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 資格取得支援係 廃棄
2018 学務部連携教育課 看護 主任講師会議関係 主任講師会議（看護）（平成30年度） 学務部連携教育課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 資格取得支援係 廃棄
2019 学務部連携教育課 看護 主任講師会議関係 主任講師会議（看護）（令和元年度） 学務部連携教育課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 資格取得支援係 廃棄
2016 学務部連携教育課 看護 看護教育検討会 看護教育検討会（平成28年度） 学務部連携教育課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 資格取得支援係 廃棄
2018 学務部連携教育課 看護 看護教育検討会 看護教育検討会（平成30年度） 学務部連携教育課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 資格取得支援係 廃棄
2017 学務部連携教育課 看護 看護師学校養成所との連絡会 看護師学校養成所と放送大学との連絡会（平成29年度） 学務部連携教育課長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 資格取得支援係 廃棄
2018 学務部連携教育課 看護 看護師学校養成所との連絡会 看護師学校養成所と放送大学との連絡会（平成30年度） 学務部連携教育課長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 資格取得支援係 廃棄
2019 学務部連携教育課 看護 看護師学校養成所との連絡会 看護師学校養成所と放送大学との連絡会（令和元年度） 学務部連携教育課長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 資格取得支援係 廃棄
2015 学務部連携教育課 助成金 放送大学教育振興会助成金関係 放送大学教育振興会助成金（平成２７年度） 学務部連携教育課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 連携協力係 廃棄
2016 学務部連携教育課 助成金 放送大学教育振興会助成金関係 放送大学教育振興会助成金（平成２８年度） 学務部連携教育課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 連携協力係 廃棄
2017 学務部連携教育課 助成金 放送大学教育振興会助成金関係 放送大学教育振興会助成金（平成２９年度） 学務部連携教育課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 連携協力係 廃棄
2018 学務部連携教育課 助成金 放送大学教育振興会助成金関係 放送大学教育振興会助成金（平成３０年度） 学務部連携教育課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 連携協力係 廃棄
2019 学務部連携教育課 助成金 放送大学教育振興会助成金関係 放送大学教育振興会助成金（令和元年度） 学務部連携教育課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 連携協力係 廃棄
2017 学務部連携教育課 連携協力 連携協力関係 連携協力関係業務（平成２９年度） 学務部連携教育課長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 連携協力係 廃棄
2018 学務部連携教育課 連携協力 連携協力関係 連携協力関係業務（平成３０年度） 学務部連携教育課長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 連携協力係 廃棄
2019 学務部連携教育課 連携協力 連携協力関係 連携協力関係業務（令和元年度） 学務部連携教育課長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 連携協力係 廃棄
2017 学務部連携教育課 連携協力 連携協力関係 大学以外の教育施設における学修について（平成２９年度） 学務部連携教育課長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 連携協力係 廃棄
2018 学務部連携教育課 連携協力 連携協力関係 大学以外の教育施設における学修について（平成３０年度） 学務部連携教育課長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 連携協力係 廃棄
2019 学務部連携教育課 連携協力 連携協力関係 大学以外の教育施設における学修について（令和元年度） 学務部連携教育課長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 連携協力係 廃棄
2017 学務部連携教育課 連携協力 連携協力関係 高大連携プラン（ＮＨＫ学園高等学校）（平成２９年度） 学務部連携教育課長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 連携協力係 廃棄
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2018 学務部連携教育課 連携協力 連携協力関係 高大連携プラン（ＮＨＫ学園高等学校）（平成３０年度） 学務部連携教育課長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 連携協力係 廃棄
2019 学務部連携教育課 連携協力 連携協力関係 高大連携プラン（ＮＨＫ学園高等学校）（令和元年度） 学務部連携教育課長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 連携協力係 廃棄
2004 学務部連携教育課 連携協力 連携協力関係　２ 大学以外の教育施設等における学修について 教務部学生サービス課長 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 連携協力係 廃棄
2015 学務部連携教育課 委員会 連携企画委員会関係 連携企画委員会資料（平成２７年度） 教務部連携教育課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 連携協力係 廃棄
2016 学務部連携教育課 委員会 連携企画委員会関係 連携企画委員会資料（平成２８年度） 学務部連携教育課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 連携協力係 廃棄
2017 学務部連携教育課 委員会 連携企画委員会関係 連携企画委員会資料（平成２９年度） 教務部連携教育課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 連携協力係 廃棄
2018 学務部連携教育課 委員会 連携企画委員会関係 連携企画委員会資料（平成３０年度） 教務部連携教育課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 連携協力係 廃棄
2019 学務部連携教育課 委員会 連携企画委員会関係 連携企画委員会資料（令和元年度） 教務部連携教育課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 連携協力係 廃棄
2015 学務部連携教育課 委員会 教員免許更新講習実施委員会関係 教員免許更新講習実施委員会資料（平成２７年度） 学務部連携教育課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 企画推進係 廃棄
2016 学務部連携教育課 委員会 教員免許更新講習実施委員会関係 教員免許更新講習実施委員会資料（平成２８年度） 学務部連携教育課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 企画推進係 廃棄
2017 学務部連携教育課 委員会 教員免許更新講習実施委員会関係 教員免許更新講習実施委員会資料（平成２９年度） 学務部連携教育課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 企画推進係 廃棄
2018 学務部連携教育課 委員会 教員免許更新講習実施委員会関係 教員免許更新講習実施委員会資料（平成３０年度） 学務部連携教育課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 企画推進係 廃棄
2019 学務部連携教育課 委員会 教員免許更新講習実施委員会関係 教員免許更新講習実施委員会資料（令和元年度） 学務部連携教育課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 企画推進係 廃棄
2015 学務部連携教育課 教員免許更新講習 教員免許更新講習関係業務 教員免許更新講習関係業務（平成２７年度） 学務部連携教育課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 企画推進係 廃棄
2016 学務部連携教育課 教員免許更新講習 教員免許更新講習関係業務 教員免許更新講習関係業務（平成２８年度） 学務部連携教育課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 企画推進係 廃棄
2017 学務部連携教育課 教員免許更新講習 教員免許更新講習関係業務 教員免許更新講習関係業務（平成２９年度） 学務部連携教育課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 企画推進係 廃棄
2018 学務部連携教育課 教員免許更新講習 教員免許更新講習関係業務 教員免許更新講習関係業務（平成３０年度） 学務部連携教育課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 企画推進係 廃棄
2019 学務部連携教育課 教員免許更新講習 教員免許更新講習関係業務 教員免許更新講習関係業務（令和元年度） 学務部連携教育課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 企画推進係 廃棄
2015 学務部連携教育課 教員免許更新講習 教員免許更新講習関係業務 教員免許更新講習経費関係（平成２７年度） 学務部連携教育課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 企画推進係 廃棄
2016 学務部連携教育課 教員免許更新講習 教員免許更新講習関係業務 教員免許更新講習経費関係（平成２８年度） 学務部連携教育課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 企画推進係 廃棄
2015 学務部連携教育課 教員免許更新講習 教員免許更新講習関係業務 教員免許更新講習講師関係（平成２７年度） 学務部連携教育課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 企画推進係 廃棄
2016 学務部連携教育課 教員免許更新講習 教員免許更新講習関係業務 教員免許更新講習講師関係（平成２８年度） 学務部連携教育課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 企画推進係 廃棄
2017 学務部連携教育課 教員免許更新講習 教員免許更新講習関係業務 教員免許更新講習講師関係（平成２９年度） 学務部連携教育課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 企画推進係 廃棄
2018 学務部連携教育課 教員免許更新講習 教員免許更新講習関係業務 教員免許更新講習講師関係（平成３０年度） 学務部連携教育課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 企画推進係 廃棄
2019 学務部連携教育課 教員免許更新講習 教員免許更新講習関係業務 教員免許更新講習講師関係（令和元年度） 学務部連携教育課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 企画推進係 廃棄
2015 学務部連携教育課 教員免許更新講習 教員免許更新講習関係業務 教員免許更新講習募集要項等（平成２７年度） 学務部連携教育課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 企画推進係 廃棄
2016 学務部連携教育課 教員免許更新講習 教員免許更新講習関係業務 教員免許更新講習募集要項等（平成２８年度） 学務部連携教育課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 企画推進係 廃棄
2015 学務部連携教育課 教員免許更新講習 教員免許更新講習関係業務 教員免許更新講習入金返金関係（平成２７年度） 学務部連携教育課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 企画推進係 廃棄
2016 学務部連携教育課 教員免許更新講習 教員免許更新講習関係業務 教員免許更新講習入金返金関係（平成２８年度） 学務部連携教育課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 企画推進係 廃棄
2017 学務部連携教育課 教員免許更新講習 教員免許更新講習関係業務 教員免許更新講習入金返金関係（平成２９年度） 学務部連携教育課長 2018/4/1 5年 2023/3/11 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 企画推進係 廃棄
2018 学務部連携教育課 教員免許更新講習 教員免許更新講習関係業務 教員免許更新講習入金返金関係（平成３０年度） 学務部連携教育課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 企画推進係 廃棄
2019 学務部連携教育課 教員免許更新講習 教員免許更新講習関係業務 教員免許更新講習入金返金関係（令和元年度） 学務部連携教育課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 企画推進係 廃棄
2015 学務部連携教育課 教員免許更新講習 教員免許更新講習関係業務 受講関係（平成２７年度） 学務部連携教育課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 企画推進係 廃棄
2016 学務部連携教育課 教員免許更新講習 教員免許更新講習関係業務 受講関係（平成２８年度） 学務部連携教育課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 企画推進係 廃棄
2017 学務部連携教育課 教員免許更新講習 教員免許更新講習関係業務 受講関係（平成２９年度） 学務部連携教育課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 企画推進係 廃棄
2018 学務部連携教育課 教員免許更新講習 教員免許更新講習関係業務 受講関係（平成３０年度） 学務部連携教育課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 企画推進係 廃棄
2019 学務部連携教育課 教員免許更新講習 教員免許更新講習関係業務 受講関係（令和元年度） 学務部連携教育課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 企画推進係 廃棄
2015 学務部連携教育課 教員免許更新講習 教員免許更新講習関係業務 修了認定試験関係（平成２７年度） 学務部連携教育課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 企画推進係 廃棄
2016 学務部連携教育課 教員免許更新講習 教員免許更新講習関係業務 修了認定試験関係（平成２８年度） 学務部連携教育課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 企画推進係 廃棄
2017 学務部連携教育課 教員免許更新講習 教員免許更新講習関係業務 修了認定試験関係（平成２９年度） 学務部連携教育課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 企画推進係 廃棄
2018 学務部連携教育課 教員免許更新講習 教員免許更新講習関係業務 修了認定試験関係（平成３０年度） 学務部連携教育課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 企画推進係 廃棄
2019 学務部連携教育課 教員免許更新講習 教員免許更新講習関係業務 修了認定試験関係（令和元年度） 学務部連携教育課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 企画推進係 廃棄
2017 学務部連携教育課 教員免許更新講習 受講対象者証明書 受講対象者証明書（平成２９年度） 学務部連携教育課長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 企画推進係 廃棄
2018 学務部連携教育課 教員免許更新講習 受講対象者証明書 受講対象者証明書（平成３０年度） 学務部連携教育課長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 企画推進係 廃棄
2019 学務部連携教育課 教員免許更新講習 受講対象者証明書 受講対象者証明書（令和元年度） 学務部連携教育課長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 企画推進係 廃棄
2010 学務部連携教育課 教員免許更新講習 成績・履修証明書 成績・履修証明書（平成２２年度） 学務部連携教育課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 企画推進係 廃棄
2011 学務部連携教育課 教員免許更新講習 成績・履修証明書 成績・履修証明書（平成２３年度） 学務部連携教育課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 企画推進係 廃棄
2012 学務部連携教育課 教員免許更新講習 成績・履修証明書 成績・履修証明書（平成２４年度） 学務部連携教育課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 企画推進係 廃棄
2013 学務部連携教育課 教員免許更新講習 成績・履修証明書 成績・履修証明書（平成２５年度） 学務部連携教育課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 企画推進係 廃棄
2014 学務部連携教育課 教員免許更新講習 成績・履修証明書 成績・履修証明書（平成２６年度） 学務部連携教育課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 企画推進係 廃棄
2015 学務部連携教育課 教員免許更新講習 成績・履修証明書 成績・履修証明書（平成２７年度） 学務部連携教育課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 企画推進係 廃棄
2016 学務部連携教育課 教員免許更新講習 成績・履修証明書 成績・履修証明書（平成２８年度） 学務部連携教育課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 企画推進係 廃棄
2017 学務部連携教育課 教員免許更新講習 成績・履修証明書 成績・履修証明書（平成２９年度） 学務部連携教育課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 企画推進係 廃棄
2018 学務部連携教育課 教員免許更新講習 成績・履修証明書 成績・履修証明書（平成３０年度） 学務部連携教育課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 企画推進係 廃棄
2019 学務部連携教育課 教員免許更新講習 成績・履修証明書 成績・履修証明書（令和元年度） 学務部連携教育課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 企画推進係 廃棄
2017 学務部連携教育課 連携協力 連携協力関係 施設借用（京都建築大学校：KASD）（平成２９年度） 学務部連携教育課長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 連携協力係 廃棄
2018 学務部連携教育課 連携協力 連携協力関係 施設借用（京都建築大学校：KASD）（平成３０年度） 学務部連携教育課長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 連携協力係 廃棄
2019 学務部連携教育課 連携協力 連携協力関係 施設借用（京都建築大学校：KASD）（令和元年度） 学務部連携教育課長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 連携教育課 学務部連携教育課長 連携協力係 廃棄
2015 学務部学生課 単位認定試験関係 単位認定試験問題作成関係 平成27年度単位認定試験問題作成関係 学務部学生課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 学生課 学務部学生課長 単位認定試験係 廃棄
2016 学務部学生課 単位認定試験関係 単位認定試験問題作成関係 平成28年度単位認定試験問題作成関係 学務部学生課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 学生課 学務部学生課長 単位認定試験係 廃棄
2017 学務部学生課 単位認定試験関係 単位認定試験問題作成関係 平成29年度単位認定試験問題作成関係 学務部学生課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 学生課 学務部学生課長 単位認定試験係 廃棄
2018 学務部学生課 単位認定試験関係 単位認定試験問題作成関係 平成30年度単位認定試験問題作成関係 学務部学生課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 学生課 学務部学生課長 単位認定試験係 廃棄
2019 学務部学生課 単位認定試験関係 単位認定試験問題作成関係 2019年度単位認定試験問題作成関係 学務部学生課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 学生課 学務部学生課長 単位認定試験係 廃棄
2015 学務部学生課 単位認定試験関係 単位認定試験実施関係 平成27年度原義書綴（実施担当） 学務部学生課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 学生課 学務部学生課長 単位認定試験係 廃棄
2016 学務部学生課 単位認定試験関係 単位認定試験実施関係 平成28年度原義書綴（実施担当） 学務部学生課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 学生課 学務部学生課長 単位認定試験係 廃棄
2017 学務部学生課 単位認定試験関係 単位認定試験実施関係 平成29年度原義書綴（実施担当） 学務部学生課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 学生課 学務部学生課長 単位認定試験係 廃棄
2018 学務部学生課 単位認定試験関係 単位認定試験実施関係 平成30年度原義書綴（実施担当） 学務部学生課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 学生課 学務部学生課長 単位認定試験係 廃棄
2019 学務部学生課 単位認定試験関係 単位認定試験実施関係 2019年度原義書綴（実施担当） 学務部学生課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 学生課 学務部学生課長 単位認定試験係 廃棄
2015 学務部学生課 単位認定試験関係 単位認定試験監督員等賃金関係 平成27年度単位認定試験単位認定試験監督員等賃金書類 学務部学生課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 学生課 学務部学生課長 単位認定試験係 廃棄
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措置結果
2016 学務部学生課 単位認定試験関係 単位認定試験監督員等賃金関係 平成28年度単位認定試験単位認定試験監督員等賃金書類 学務部学生課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 学生課 学務部学生課長 単位認定試験係 廃棄
2017 学務部学生課 単位認定試験関係 単位認定試験監督員等賃金関係 平成29年度単位認定試験単位認定試験監督員等賃金書類 学務部学生課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 学生課 学務部学生課長 単位認定試験係 廃棄
2018 学務部学生課 単位認定試験関係 単位認定試験監督員等賃金関係 平成30年度単位認定試験単位認定試験監督員等賃金書類 学務部学生課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 学生課 学務部学生課長 単位認定試験係 廃棄
2019 学務部学生課 単位認定試験関係 単位認定試験監督員等賃金関係 2019年度単位認定試験単位認定試験監督員等賃金書類 学務部学生課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 学生課 学務部学生課長 単位認定試験係 廃棄
2015 学務部学生課 会議関係（委員会） 各種委員会記録関係 各種委員会記録関係（平成27年度試験委員会） 学務部学生課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 学生課 学務部学生課長 単位認定試験係 廃棄
2016 学務部学生課 会議関係（委員会） 各種委員会記録関係 各種委員会記録関係（平成28年度試験委員会） 学務部学生課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 学生課 学務部学生課長 単位認定試験係 廃棄
2017 学務部学生課 会議関係（委員会） 各種委員会記録関係 各種委員会記録関係（平成29年度試験委員会） 学務部学生課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 学生課 学務部学生課長 単位認定試験係 廃棄
2018 学務部学生課 会議関係（委員会） 各種委員会記録関係 各種委員会記録関係（平成30年度試験委員会） 学務部学生課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 学生課 学務部学生課長 単位認定試験係 廃棄
2019 学務部学生課 会議関係（委員会） 各種委員会記録関係 各種委員会記録関係（2019年度試験委員会） 学務部学生課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 学生課 学務部学生課長 単位認定試験係 廃棄
2015 学務部学生課 通信指導 通信指導関係 平成27年度通信指導関係 学務部学生課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 学生課 学務部学生課長 通信指導係 廃棄
2016 学務部学生課 通信指導 通信指導関係 平成28年度通信指導関係 学務部学生課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 学生課 学務部学生課長 通信指導係 廃棄
2017 学務部学生課 通信指導 通信指導関係 平成29年度通信指導関係 学務部学生課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 学生課 学務部学生課長 通信指導係 廃棄
2018 学務部学生課 通信指導 通信指導関係 平成30年度通信指導関係 学務部学生課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 学生課 学務部学生課長 通信指導係 廃棄
2019 学務部学生課 通信指導 通信指導関係 2019年度通信指導関係 学務部学生課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 学生課 学務部学生課長 通信指導係 廃棄
2015 学務部学生課 通信指導 諸謝金関係 平成27年度諸謝金関係 学務部学生課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 学生課 学務部学生課長 通信指導係 廃棄
2016 学務部学生課 通信指導 諸謝金関係 平成28年度諸謝金関係 学務部学生課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 学生課 学務部学生課長 通信指導係 廃棄
2017 学務部学生課 通信指導 諸謝金関係 平成29年度諸謝金関係 学務部学生課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 学生課 学務部学生課長 通信指導係 廃棄
2018 学務部学生課 通信指導 諸謝金関係 平成30年度諸謝金関係 学務部学生課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 学生課 学務部学生課長 通信指導係 廃棄
2019 学務部学生課 通信指導 諸謝金関係 2019年度諸謝金関係 学務部学生課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 学生課 学務部学生課長 通信指導係 廃棄
2015 学務部学生課 入学受付 入学手続書類（修士全科生除く） 入学手続書類（学校図書館司書教諭講習出願票（平成２７年度）） 学務部学生課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 放送研究棟 学務部学生課長 入学・履修係 廃棄
2016 学務部学生課 入学受付 入学手続書類（修士全科生除く） 入学手続書類（学校図書館司書教諭講習出願票（平成２８年度）） 学務部学生課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 放送研究棟 学務部学生課長 入学・履修係 廃棄
2017 学務部学生課 入学受付 入学手続書類（修士全科生除く） 入学手続書類（学校図書館司書教諭講習出願票（平成２９年度）） 学務部学生課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 放送研究棟 学務部学生課長 入学・履修係 廃棄
2018 学務部学生課 入学受付 入学手続書類（修士全科生除く） 入学手続書類（学校図書館司書教諭講習出願票（平成30年度）） 学務部学生課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 放送研究棟 学務部学生課長 入学・履修係 廃棄
2019 学務部学生課 入学受付 入学手続書類（修士全科生除く） 入学手続書類（学校図書館司書教諭講習出願票（令和元年度）） 学務部学生課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 放送研究棟 学務部学生課長 入学・履修係 廃棄
2015 学務部学生課 入学受付 入学手続書類（修士全科生除く） 入学手続書類（学校図書館司書教諭講習証明書関係（平成２７年度出願者分）） 学務部学生課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 放送研究棟 学務部学生課長 入学・履修係 廃棄
2016 学務部学生課 入学受付 入学手続書類（修士全科生除く） 入学手続書類（学校図書館司書教諭講習証明書関係（平成２８年度出願者分）） 学務部学生課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 放送研究棟 学務部学生課長 入学・履修係 廃棄
2017 学務部学生課 入学受付 入学手続書類（修士全科生除く） 入学手続書類（学校図書館司書教諭講習証明書関係（平成２９年度出願者分）） 学務部学生課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 放送研究棟 学務部学生課長 入学・履修係 廃棄
2018 学務部学生課 入学受付 入学手続書類（修士全科生除く） 入学手続書類（学校図書館司書教諭講習証明書関係（平成３０年度出願者分）） 学務部学生課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 放送研究棟 学務部学生課長 入学・履修係 廃棄
2019 学務部学生課 入学受付 入学手続書類（修士全科生除く） 入学手続書類（学校図書館司書教諭講習証明書関係（令和元年度出願者分）） 学務部学生課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 放送研究棟 学務部学生課長 入学・履修係 廃棄
2015 学務部学生課 入学受付 入学手続書類（修士全科生除く） 入学手続書類（学校図書司書教諭講習証明書（平成27年度）） 学務部学生課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 放送研究棟 学務部学生課長 入学・履修係 廃棄
2016 学務部学生課 入学受付 入学手続書類（修士全科生除く） 入学手続書類（学校図書司書教諭講習証明書（平成28年度）） 学務部学生課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 放送研究棟 学務部学生課長 入学・履修係 廃棄
2017 学務部学生課 入学受付 入学手続書類（修士全科生除く） 入学手続書類（学校図書司書教諭講習証明書（平成29年度）） 学務部学生課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 放送研究棟 学務部学生課長 入学・履修係 廃棄
2018 学務部学生課 入学受付 入学手続書類（修士全科生除く） 入学手続書類（学校図書司書教諭講習証明書（平成30年度）） 学務部学生課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 放送研究棟 学務部学生課長 入学・履修係 廃棄
2019 学務部学生課 入学受付 入学手続書類（修士全科生除く） 入学手続書類（学校図書司書教諭講習証明書（令和元年度）） 学務部学生課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 放送研究棟 学務部学生課長 入学・履修係 廃棄
2015 学務部学生課 入学受付 入学手続書類（修士全科生除く） 入学手続書類（平成２７年度第２学期） 学務部学生課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 電子情報 共有サーバー 学務部学生課長 入学・履修係 廃棄
2015 学務部学生課 入学受付 入学手続書類（修士全科生除く） 入学手続書類（平成２８年度第１学期） 学務部学生課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 電子情報 共有サーバー 学務部学生課長 入学・履修係 廃棄
2016 学務部学生課 入学受付 入学手続書類（修士全科生除く） 入学手続書類（平成２８年度第２学期） 学務部学生課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 電子情報 共有サーバー 学務部学生課長 入学・履修係 廃棄
2016 学務部学生課 入学受付 入学手続書類（修士全科生除く） 入学手続書類（平成２９年度第１学期） 学務部学生課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 電子情報 共有サーバー 学務部学生課長 入学・履修係 廃棄
2017 学務部学生課 入学受付 入学手続書類（修士全科生除く） 入学手続書類（平成２９年度第２学期） 学務部学生課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 電子情報 共有サーバー 学務部学生課長 入学・履修係 廃棄
2017 学務部学生課 入学受付 入学手続書類（修士全科生除く） 入学手続書類（平成30年度第１学期） 学務部学生課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 電子情報 共有サーバー 学務部学生課長 入学・履修係 廃棄
2018 学務部学生課 入学受付 入学手続書類（修士全科生除く） 入学手続書類（平成30年度第２学期） 学務部学生課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 電子情報 共有サーバー 学務部学生課長 入学・履修係 廃棄
2018 学務部学生課 入学受付 入学手続書類（修士全科生除く） 入学手続書類（2019年度第１学期） 学務部学生課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 電子情報 共有サーバー 学務部学生課長 入学・履修係 廃棄
2019 学務部学生課 入学受付 入学手続書類（修士全科生除く） 入学手続書類（2019年度第2学期） 学務部学生課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 電子情報 共有サーバー 学務部学生課長 入学・履修係 廃棄
2019 学務部学生課 入学受付 入学手続書類（修士全科生除く） 入学手続書類（2020年度第1学期） 学務部学生課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 電子情報 共有サーバー 学務部学生課長 入学・履修係 廃棄
2010 学務部学生課 入学受付 入学手続書類（修士全科生除く・派遣原議） 相談票（平成22年度第2学期） 学務部学生課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 学務部学生課長 障がい学生支援係 廃棄
2011 学務部学生課 入学受付 入学手続書類（修士全科生除く・派遣原議） 相談票（平成23年度第1学期） 学務部学生課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 学務部学生課長 障がい学生支援係 廃棄
2011 学務部学生課 入学受付 入学手続書類（修士全科生除く・派遣原議） 相談票（平成23年度第2学期） 学務部学生課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 学務部学生課長 障がい学生支援係 廃棄
2012 学務部学生課 入学受付 入学手続書類（修士全科生除く・派遣原議） 相談票（平成24年度第1学期） 学務部学生課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 学務部学生課長 障がい学生支援係 廃棄
2012 学務部学生課 入学受付 入学手続書類（修士全科生除く・派遣原議） 相談票（平成24年度第2学期） 学務部学生課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 学務部学生課長 障がい学生支援係 廃棄
2013 学務部学生課 入学受付 入学手続書類（修士全科生除く・派遣原議） 相談票（平成25年度第1学期） 学務部学生課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 学生課 学務部学生課長 障がい学生支援係 廃棄
2013 学務部学生課 入学受付 入学手続書類（修士全科生除く・派遣原議） 相談票（平成25年度第2学期） 学務部学生課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 学生課 学務部学生課長 障がい学生支援係 廃棄
2014 学務部学生課 入学受付 入学手続書類（修士全科生除く・派遣原議） 相談票（平成26年度第1学期） 学務部学生課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 学生課 学務部学生課長 障がい学生支援係 廃棄
2014 学務部学生課 入学受付 入学手続書類（修士全科生除く・派遣原議） 相談票（平成26年度第2学期） 学務部学生課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 学生課 学務部学生課長 障がい学生支援係 廃棄
2015 学務部学生課 入学受付 入学手続書類（修士全科生除く・派遣原議） 相談票（平成27年度第1学期） 学務部学生課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 学生課 学務部学生課長 障がい学生支援係 廃棄
2015 学務部学生課 入学受付 入学手続書類（修士全科生除く・派遣原議） 相談票（平成27年度第2学期） 学務部学生課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 学生課 学務部学生課長 障がい学生支援係 廃棄
2016 学務部学生課 入学受付 入学手続書類（修士全科生除く・派遣原議） 相談票（平成28年度第1学期） 学務部学生課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 学生課 学務部学生課長 障がい学生支援係 廃棄
2016 学務部学生課 入学受付 入学手続書類（修士全科生除く・派遣原議） 相談票（平成28年度第2学期） 学務部学生課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 学生課 学務部学生課長 障がい学生支援係 廃棄
2017 学務部学生課 入学受付 入学手続書類（修士全科生除く・派遣原議） 相談票（平成29年度第1学期） 学務部学生課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 学生課 学務部学生課長 障がい学生支援係 廃棄
2017 学務部学生課 入学受付 入学手続書類（修士全科生除く・派遣原議） 相談票（平成29年度第2学期） 学務部学生課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 学生課 学務部学生課長 障がい学生支援係 廃棄
2018 学務部学生課 入学受付 入学手続書類（修士全科生除く・派遣原議） 相談票（平成30年度第1学期） 学務部学生課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 学生課 学務部学生課長 障がい学生支援係 廃棄
2018 学務部学生課 入学受付 入学手続書類（修士全科生除く・派遣原議） 相談票（平成30年度第2学期） 学務部学生課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 学生課 学務部学生課長 障がい学生支援係 廃棄
2019 学務部学生課 入学受付 入学手続書類（修士全科生除く・派遣原議） 相談票（令和元年度第1学期） 学務部学生課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 学生課 学務部学生課長 障がい学生支援係 廃棄
2019 学務部学生課 入学受付 入学手続書類（修士全科生除く・派遣原議） 相談票（令和元年度第2学期） 学務部学生課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 学生課 学務部学生課長 障がい学生支援係 廃棄
2010 学務部学生課 入学受付 入学手続書類（修士全科生除く・派遣原議） 入学手続書類（派遣原議（平成２２年度）） 学務部学生課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 学務部学生課長 入学・履修係 廃棄
2015 学務部学生課 履修 科目登録決定通知 科目登録決定通知発送原議（平成２７年度第２学期） 学務部学生課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 学生課 学務部学生課長 入学・履修係 廃棄
2015 学務部学生課 履修 科目登録決定通知 科目登録決定通知発送原議（平成２８年度第１学期） 学務部学生課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 学生課 学務部学生課長 入学・履修係 廃棄
2016 学務部学生課 履修 科目登録決定通知 科目登録決定通知発送原議（平成２８年度第２学期） 学務部学生課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 学生課 学務部学生課長 入学・履修係 廃棄
2016 学務部学生課 履修 科目登録決定通知 科目登録決定通知発送原議（平成２９年度第１学期） 学務部学生課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 学生課 学務部学生課長 入学・履修係 廃棄
2017 学務部学生課 履修 科目登録決定通知 科目登録決定通知発送原議（平成２９年度第２学期） 学務部学生課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 学生課 学務部学生課長 入学・履修係 廃棄
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2017 学務部学生課 履修 科目登録決定通知 科目登録決定通知発送原議（平成３０年度第１学期） 学務部学生課長 2018/4/1 5年 2024/3/31 紙 学生課 学務部学生課長 入学・履修係 廃棄
2018 学務部学生課 履修 科目登録決定通知 科目登録決定通知発送原議（平成３０年度第２学期） 学務部学生課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 学生課 学務部学生課長 入学・履修係 廃棄
2018 学務部学生課 履修 科目登録決定通知 科目登録決定通知発送原議（平成３1年度第１学期） 学務部学生課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 学生課 学務部学生課長 入学・履修係 廃棄
2019 学務部学生課 履修 科目登録決定通知 科目登録決定通知発送原議（令和元年度第２学期） 学務部学生課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 学生課 学務部学生課長 入学・履修係 廃棄
2019 学務部学生課 履修 科目登録決定通知 科目登録決定通知発送原議（令和２年度第１学期） 学務部学生課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 学生課 学務部学生課長 入学・履修係 廃棄
2015 学務部学生課 履修 科目登録申請要項 科目登録申請要項等の作成（平成２７年第２学期） 学務部学生課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 学生課 学務部学生課長 入学・履修係 廃棄
2015 学務部学生課 履修 科目登録申請要項 科目登録申請要項等の作成（平成２８年第１学期） 学務部学生課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 学生課 学務部学生課長 入学・履修係 廃棄
2016 学務部学生課 履修 科目登録申請要項 科目登録申請要項等の作成（平成２８年第２学期） 学務部学生課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 学生課 学務部学生課長 入学・履修係 廃棄
2016 学務部学生課 履修 科目登録申請要項 科目登録申請要項等の作成（平成２９年第１学期） 学務部学生課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 学生課 学務部学生課長 入学・履修係 廃棄
2017 学務部学生課 履修 科目登録申請要項 科目登録申請要項等の作成（平成２９年第２学期） 学務部学生課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 学生課 学務部学生課長 入学・履修係 廃棄
2017 学務部学生課 履修 科目登録申請要項 科目登録申請要項等の作成（平成３０年第１学期） 学務部学生課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 学生課 学務部学生課長 入学・履修係 廃棄
2018 学務部学生課 履修 科目登録申請要項 科目登録申請要項等の作成（平成30年第２学期） 学務部学生課長 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 学生課 学務部学生課長 入学・履修係 廃棄
2018 学務部学生課 履修 科目登録申請要項 科目登録申請要項等の作成（2019年度第1学期） 学務部学生課長 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 学生課 学務部学生課長 入学・履修係 廃棄
2019 学務部学生課 履修 科目登録申請要項 科目登録申請要項等の作成（2019年度年第２学期） 学務部学生課長 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 学生課 学務部学生課長 入学・履修係 廃棄
2019 学務部学生課 履修 科目登録申請要項 科目登録申請要項等の作成（2020年度第1学期） 学務部学生課長 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 学生課 学務部学生課長 入学・履修係 廃棄
2010 学務部学生課 履修 学籍異動 学籍異動関係原議（平成２２年度） 学務部学生課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 学務部学生課長 入学・履修係 廃棄
2011 学務部学生課 履修 学籍異動 学籍異動関係原議（平成２３年度） 学務部学生課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 学務部学生課長 入学・履修係 廃棄
2012 学務部学生課 履修 学籍異動 学籍異動関係原議（平成２４年度） 学務部学生課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 学生課 学務部学生課長 入学・履修係 廃棄
2013 学務部学生課 履修 学籍異動 学籍異動関係原議（平成２５年度） 学務部学生課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 学生課 学務部学生課長 入学・履修係 廃棄
2014 学務部学生課 履修 学籍異動 学籍異動関係原議（平成２６年度） 学務部学生課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 学生課 学務部学生課長 入学・履修係 廃棄
2015 学務部学生課 履修 学籍異動 学籍異動関係原議（平成２７年度） 学務部学生課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 学生課 学務部学生課長 入学・履修係 廃棄
2016 学務部学生課 履修 学籍異動 学籍異動関係原議（平成２８年度） 学務部学生課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 学生課 学務部学生課長 入学・履修係 廃棄
2017 学務部学生課 履修 学籍異動 学籍異動関係原議（平成２９年度） 学務部学生課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 学生課 学務部学生課長 入学・履修係 廃棄
2018 学務部学生課 履修 学籍異動 学籍異動関係原議（平成３０年度） 学務部学生課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 学生課 学務部学生課長 入学・履修係 廃棄
2019 学務部学生課 履修 学籍異動 学籍異動関係原議（平成３１年度） 学務部学生課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 学生課 学務部学生課長 入学・履修係 廃棄
2015 学務部学生課 履修 証明書・文書の発行 証明書・文書の発行について（平成２７年度） 学務部学生課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 学生課 学務部学生課長 入学・履修係 廃棄
2016 学務部学生課 履修 証明書・文書の発行 証明書・文書の発行について（平成２８年度） 学務部学生課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 学生課 学務部学生課長 入学・履修係 廃棄
2017 学務部学生課 履修 証明書・文書の発行 証明書・文書の発行について（平成２９年度） 学務部学生課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 学生課 学務部学生課長 入学・履修係 廃棄
2018 学務部学生課 履修 証明書・文書の発行 証明書・文書の発行について（平成３０年度） 学務部学生課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 学生課 学務部学生課長 入学・履修係 廃棄
2019 学務部学生課 履修 証明書・文書の発行 証明書・文書の発行について（平成３１年度） 学務部学生課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 学生課 学務部学生課長 入学・履修係 廃棄
2015 学務部学生課 卒業研究 卒業研究 ２０１５年度履修者用卒業研究履修の手引及び別冊 学務部学生課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 学生課 学務部学生課長 卒業判定係 廃棄
2016 学務部学生課 卒業研究 卒業研究 ２０１６年度履修者用卒業研究履修の手引及び別冊 学務部学生課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 学生課 学務部学生課長 卒業判定係 廃棄
2017 学務部学生課 卒業研究 卒業研究 ２０１７年度履修者用卒業研究履修の手引及び別冊 学務部学生課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 学生課 学務部学生課長 卒業判定係 廃棄
2018 学務部学生課 卒業研究 卒業研究 ２０１８年度履修者用卒業研究履修の手引 学務部学生課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 学生課 学務部学生課長 卒業判定係 廃棄
2019 学務部学生課 卒業研究 卒業研究 ２０１９年度履修者用卒業研究履修の手引 学務部学生課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 学生課 学務部学生課長 卒業判定係 廃棄
2015 学務部学生課 卒業研究 卒業研究 平成２８年度卒業研究 学務部学生課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 学生課 学務部学生課長 卒業判定係 廃棄
2016 学務部学生課 卒業研究 卒業研究 平成２９年度卒業研究 学務部学生課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 学生課 学務部学生課長 卒業判定係 廃棄
2017 学務部学生課 卒業研究 卒業研究 平成３０年度卒業研究 学務部学生課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 学生課 学務部学生課長 卒業判定係 廃棄
2018 学務部学生課 卒業研究 卒業研究 ２０１９年度卒業研究 学務部学生課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 学生課 学務部学生課長 卒業判定係 廃棄
2019 学務部学生課 卒業研究 卒業研究 ２０２０年度卒業研究 学務部学生課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 学生課 学務部学生課長 卒業判定係 廃棄
2015 学務部学生課 卒業認定 卒業認定 平成２７年９月卒業 学務部学生課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 学生課 学務部学生課長 卒業判定係 廃棄
2015 学務部学生課 卒業認定 卒業認定 平成２８年３月卒業 学務部学生課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 学生課 学務部学生課長 卒業判定係 廃棄
2016 学務部学生課 卒業認定 卒業認定 平成２８年９月卒業 学務部学生課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 学生課 学務部学生課長 卒業判定係 廃棄
2016 学務部学生課 卒業認定 卒業認定 平成２９年３月卒業 学務部学生課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 学生課 学務部学生課長 卒業判定係 廃棄
2017 学務部学生課 卒業認定 卒業認定 平成２９年９月卒業 学務部学生課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 学生課 学務部学生課長 卒業判定係 廃棄
2017 学務部学生課 卒業認定 卒業認定 平成３０年３月卒業 学務部学生課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 学生課 学務部学生課長 卒業判定係 廃棄
2018 学務部学生課 卒業認定 卒業認定 平成３０年９月卒業 学務部学生課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 学生課 学務部学生課長 卒業判定係 廃棄
2018 学務部学生課 卒業認定 卒業認定 平成３１年３月卒業 学務部学生課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 学生課 学務部学生課長 卒業判定係 廃棄
2019 学務部学生課 卒業認定 卒業認定 令和元年９月卒業 学務部学生課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 学生課 学務部学生課長 卒業判定係 廃棄
2019 学務部学生課 卒業認定 卒業認定 令和２年３月卒業 学務部学生課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 学生課 学務部学生課長 卒業判定係 廃棄
2015 学務部学生課 卒業判定 卒業判定 平成２７年９月卒業 学務部学生課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 学生課 学務部学生課長 卒業判定係 廃棄
2015 学務部学生課 卒業判定 卒業判定 平成２８年３月卒業 学務部学生課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 学生課 学務部学生課長 卒業判定係 廃棄
2016 学務部学生課 卒業判定 卒業判定 平成２８年９月卒業 学務部学生課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 学生課 学務部学生課長 卒業判定係 廃棄
2016 学務部学生課 卒業判定 卒業判定 平成２９年３月卒業 学務部学生課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 学生課 学務部学生課長 卒業判定係 廃棄
2017 学務部学生課 卒業判定 卒業判定 平成２９年９月卒業 学務部学生課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 学生課 学務部学生課長 卒業判定係 廃棄
2017 学務部学生課 卒業判定 卒業判定 平成３０年３月卒業 学務部学生課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 学生課 学務部学生課長 卒業判定係 廃棄
2018 学務部学生課 卒業判定 卒業判定 平成３０年９月卒業 学務部学生課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 学生課 学務部学生課長 卒業判定係 廃棄
2018 学務部学生課 卒業判定 卒業判定 平成３１年３月卒業 学務部学生課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 学生課 学務部学生課長 卒業判定係 廃棄
2019 学務部学生課 卒業判定 卒業判定 令和元年９月卒業 学務部学生課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 学生課 学務部学生課長 卒業判定係 廃棄
2019 学務部学生課 卒業判定 卒業判定 令和２年３月卒業 学務部学生課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 学生課 学務部学生課長 卒業判定係 廃棄
2015 学務部学生課 体育実技 体育実技 体育実技（平成２７年度） 学務部学生課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 学生課 学務部学生課長 卒業判定係 廃棄
2016 学務部学生課 体育実技 体育実技 体育実技（平成２８年度） 学務部学生課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 学生課 学務部学生課長 卒業判定係 廃棄
2017 学務部学生課 体育実技 体育実技 体育実技（平成２９年度） 学務部学生課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 学生課 学務部学生課長 卒業判定係 廃棄
2018 学務部学生課 体育実技 体育実技 体育実技（平成３０年度） 学務部学生課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 学生課 学務部学生課長 卒業判定係 廃棄
2019 学務部学生課 体育実技 体育実技 体育実技（平成３１年度） 学務部学生課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 学生課 学務部学生課長 卒業判定係 廃棄
2015 学務部学生課 質問票 質問票 平成２７年度質問票 学務部学生課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 学生課 学務部学生課長 卒業判定係 廃棄
2016 学務部学生課 質問票 質問票 平成２８年度質問票 学務部学生課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 学生課 学務部学生課長 卒業判定係 廃棄
2017 学務部学生課 質問票 質問票 平成２９年度質問票 学務部学生課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 学生課 学務部学生課長 卒業判定係 廃棄
2018 学務部学生課 質問票 質問票 平成３０年度質問票 学務部学生課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 学生課 学務部学生課長 卒業判定係 廃棄
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2019 学務部学生課 質問票 質問票 平成３１年度質問票 学務部学生課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 学生課 学務部学生課長 卒業判定係 廃棄
2017 学務部学生課 職員 出勤簿 平成29年度出勤簿 学務部学生課長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 学生課 学務部学生課長 入学・履修係 廃棄
2018 学務部学生課 職員 出勤簿 平成30年度出勤簿 学務部学生課長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 学生課 学務部学生課長 入学・履修係 廃棄
2019 学務部学生課 職員 出勤簿 2019年度出勤簿 学務部学生課長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 学生課 学務部学生課長 入学・履修係 廃棄
2017 学務部学生課 職員 休暇簿 平成29年度休暇簿 学務部学生課長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 学生課 学務部学生課長 入学・履修係 廃棄
2018 学務部学生課 職員 休暇簿 平成30年度休暇簿 学務部学生課長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 学生課 学務部学生課長 入学・履修係 廃棄
2019 学務部学生課 職員 休暇簿 平成31年度休暇簿 学務部学生課長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 学生課 学務部学生課長 入学・履修係 廃棄
2017 学務部学生課 職員 勤務時間報告書 平成29年度勤務時間報告書 学務部学生課長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 学生課 学務部学生課長 入学・履修係 廃棄
2018 学務部学生課 職員 勤務時間報告書 平成30年度勤務時間報告書 学務部学生課長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 学生課 学務部学生課長 入学・履修係 廃棄
2019 学務部学生課 職員 勤務時間報告書 2019年度勤務時間報告書 学務部学生課長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 学生課 学務部学生課長 入学・履修係 廃棄
2010 学務部学生課 庶務 旅費関係 旅行命令伺（平成22年度） 学務部学生課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 学務部学生課長 入学・履修係 廃棄
2011 学務部学生課 庶務 旅費関係 旅行命令伺（平成23年度） 学務部学生課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 学務部学生課長 入学・履修係 廃棄
2012 学務部学生課 庶務 旅費関係 旅行命令伺（平成24年度） 学務部学生課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 学務部学生課長 入学・履修係 廃棄
2013 学務部学生課 庶務 旅費関係 旅行命令伺（平成25年度） 学務部学生課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 学生課 学務部学生課長 入学・履修係 廃棄
2014 学務部学生課 庶務 旅費関係 旅行命令伺（平成26年度） 学務部学生課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 学生課 学務部学生課長 入学・履修係 廃棄
2015 学務部学生課 庶務 旅費関係 旅行命令伺（平成27年度） 学務部学生課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 学生課 学務部学生課長 入学・履修係 廃棄
2016 学務部学生課 庶務 旅費関係 旅行命令伺（平成28年度） 学務部学生課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 学生課 学務部学生課長 入学・履修係 廃棄
2017 学務部学生課 庶務 旅費関係 旅行命令伺（平成29年度） 学務部学生課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 学生課 学務部学生課長 入学・履修係 廃棄
2018 学務部学生課 庶務 旅費関係 旅行命令伺（平成30年度） 学務部学生課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 学生課 学務部学生課長 入学・履修係 廃棄
2019 学務部学生課 庶務 旅費関係 旅行命令伺（平成31年度） 学務部学生課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 学生課 学務部学生課長 入学・履修係 廃棄
2015 学務部学生課 庶務 外勤交通費 外勤交通費（平成26・27年度） 学務部学生課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 学生課 学務部学生課長 入学・履修係 廃棄
2016 学務部学生課 庶務 外勤交通費 外勤交通費（平成28年度） 学務部学生課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 学生課 学務部学生課長 入学・履修係 廃棄
2017 学務部学生課 庶務 外勤交通費 外勤交通費（平成29年度） 学務部学生課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 学生課 学務部学生課長 入学・履修係 廃棄
2018 学務部学生課 庶務 外勤交通費 外勤交通費（平成30年度） 学務部学生課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 学生課 学務部学生課長 入学・履修係 廃棄
2019 学務部学生課 庶務 外勤交通費 外勤交通費（平成31年度） 学務部学生課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 学生課 学務部学生課長 入学・履修係 廃棄
1998 学務部学習センター支援室 面接授業 シラバス 昭和６０年度～平成１０年度面接授業時間割表　 学務部学習センター支援室長 1999/4/1 無期限 紙 学習センター支援室 学務部学習センター支援室長 面接授業係 廃棄
2002 学務部学習センター支援室 面接授業 シラバス 平成元年度～平成１４年度面接授業時間割表　
（集中型）（関東） 学務部学習センター支援室長 2003/4/1 無期限 紙 学習センター支援室 学務部学習センター支援室長 面接授業係 廃棄
1997 学務部学習センター支援室 面接授業 シラバス 平成７年度～平成９年度面接授業時間割表　 学務部学習センター支援室長 1998/4/1 無期限 紙 学習センター支援室 学務部学習センター支援室長 面接授業係 廃棄
1998 学務部学習センター支援室 面接授業 シラバス 平成９年度～平成１０年度面接授業時間割表
（集中型）（関東以外） 学務部学習センター支援室長 1999/4/1 無期限 紙 学習センター支援室 学務部学習センター支援室長 面接授業係 廃棄
2002 学務部学習センター支援室 面接授業 シラバス 平成１１年度～平成１４年度面接授業時間割表
（関東） 学務部学習センター支援室長 2003/4/1 無期限 紙 学習センター支援室 学務部学習センター支援室長 面接授業係 廃棄
2000 学務部学習センター支援室 面接授業 シラバス 平成１１年度～平成１２年度面接授業時間割表（集 学務部学習センター支援室長 2001/4/1 無期限 紙 学習センター支援室 学務部学習センター支援室長 面接授業係 廃棄
2000 学務部学習センター支援室 面接授業 シラバス 平成１１年度～平成１２年度面接授業時間割表
（土日型）（関東以外） 学務部学習センター支援室長 2001/4/1 無期限 紙 学習センター支援室 学務部学習センター支援室長 面接授業係 廃棄
2002 学務部学習センター支援室 面接授業 シラバス 平成１３年度～平成１４年度面接授業時間割表
（土日型）（関東以外） 学務部学習センター支援室長 2003/4/1 無期限 紙 学習センター支援室 学務部学習センター支援室長 面接授業係 廃棄
2002 学務部学習センター支援室 面接授業 シラバス 平成１３年度～平成１４年度面接授業時間割表
（集中型）（関東以外） 学務部学習センター支援室長 2003/4/1 無期限 紙 学習センター支援室 学務部学習センター支援室長 面接授業係 廃棄
2003 学務部学習センター支援室 面接授業 シラバス 平成１５年度面接授業時間割表
（毎土） 学務部学習センター支援室長 2004/4/1 無期限 紙 学習センター支援室 学務部学習センター支援室長 面接授業係 廃棄
2003 学務部学習センター支援室 面接授業 シラバス 平成１５年度面接授業時間割表
（集中） 学務部学習センター支援室長 2004/4/1 無期限 紙 学習センター支援室 学務部学習センター支援室長 面接授業係 廃棄
2004 学務部学習センター支援室 面接授業 シラバス 平成１６年度面接授業時間割表
（毎土） 学務部学習センター支援室長 2005/4/1 無期限 紙 学習センター支援室 学務部学習センター支援室長 面接授業係 廃棄
2004 学務部学習センター支援室 面接授業 シラバス 平成１６年度面接授業時間割表
（集中） 学務部学習センター支援室長 2005/4/1 無期限 紙 学習センター支援室 学務部学習センター支援室長 面接授業係 廃棄
2005 学務部学習センター支援室 面接授業 シラバス 平成１７年度１学期面接授業時間割表
（毎土） 学務部学習センター支援室長 2006/4/1 無期限 紙 学習センター支援室 学務部学習センター支援室長 面接授業係 廃棄
2005 学務部学習センター支援室 面接授業 シラバス 平成１７年度１学期面接授業時間割表
（集中） 学務部学習センター支援室長 2006/4/1 無期限 紙 学習センター支援室 学務部学習センター支援室長 面接授業係 廃棄
2005 学務部学習センター支援室 面接授業 シラバス 平成１７年度２学期面接授業時間割表
（毎土） 学務部学習センター支援室長 2006/4/1 無期限 紙 学習センター支援室 学務部学習センター支援室長 面接授業係 廃棄
2005 学務部学習センター支援室 面接授業 シラバス 平成１７年度２学期面接授業時間割表
（集中） 学務部学習センター支援室長 2006/4/1 無期限 紙 学習センター支援室 学務部学習センター支援室長 面接授業係 廃棄
2006 学務部学習センター支援室 面接授業 シラバス 平成１８年度１学期面接授業時間割表
（毎土） 学務部学習センター支援室長 2007/4/1 無期限 紙 学習センター支援室 学務部学習センター支援室長 面接授業係 廃棄
2006 学務部学習センター支援室 面接授業 シラバス 平成１８年度１学期面接授業時間割表
（集中） 学務部学習センター支援室長 2007/4/1 無期限 紙 学習センター支援室 学務部学習センター支援室長 面接授業係 廃棄
2006 学務部学習センター支援室 面接授業 シラバス 平成１８年度２学期面接授業時間割表
（毎土） 学務部学習センター支援室長 2007/4/1 無期限 紙 学習センター支援室 学務部学習センター支援室長 面接授業係 廃棄
2006 学務部学習センター支援室 面接授業 シラバス 平成１８年度２学期面接授業時間割表
（集中） 学務部学習センター支援室長 2007/4/1 無期限 紙 学習センター支援室 学務部学習センター支援室長 面接授業係 廃棄
2007 学務部学習センター支援室 面接授業 シラバス 平成１９年度１学期面接授業時間割表
（毎土） 学務部学習センター支援室長 2008/4/1 無期限 紙 学習センター支援室 学務部学習センター支援室長 面接授業係 廃棄
2007 学務部学習センター支援室 面接授業 シラバス 平成１９年度１学期面接授業時間割表
（集中） 学務部学習センター支援室長 2008/4/1 無期限 紙 学習センター支援室 学務部学習センター支援室長 面接授業係 廃棄
2007 学務部学習センター支援室 面接授業 シラバス 平成１９年度２学期面接授業時間割表
（毎土） 学務部学習センター支援室長 2008/4/1 無期限 紙 学習センター支援室 学務部学習センター支援室長 面接授業係 廃棄
2007 学務部学習センター支援室 面接授業 シラバス 平成１９年度２学期面接授業時間割表
（集中） 学務部学習センター支援室長 2008/4/1 無期限 紙 学習センター支援室 学務部学習センター支援室長 面接授業係 廃棄
2008 学務部学習センター支援室 面接授業 シラバス 平成２０年度１学期面接授業時間割表
（毎土） 学務部学習センター支援室長 2009/4/1 無期限 紙 学習センター支援室 学務部学習センター支援室長 面接授業係 廃棄
2008 学務部学習センター支援室 面接授業 シラバス 平成２０年度１学期面接授業時間割表
（集中） 学務部学習センター支援室長 2009/4/1 無期限 紙 学習センター支援室 学務部学習センター支援室長 面接授業係 廃棄
2008 学務部学習センター支援室 面接授業 シラバス 平成２０年度２学期面接授業時間割表
（毎土） 学務部学習センター支援室長 2009/4/1 無期限 紙 学習センター支援室 学務部学習センター支援室長 面接授業係 廃棄
2008 学務部学習センター支援室 面接授業 シラバス 平成２０年度２学期面接授業時間割表
（集中） 学務部学習センター支援室長 2009/4/1 無期限 紙 学習センター支援室 学務部学習センター支援室長 面接授業係 廃棄
2009 学務部学習センター支援室 面接授業 シラバス 平成２１年度１学期面接授業時間割表 学務部学習センター支援室長 2010/4/1 無期限 紙 学習センター支援室 学務部学習センター支援室長 面接授業係 廃棄
2009 学務部学習センター支援室 面接授業 シラバス 平成２１年度２学期面接授業時間割表 学務部学習センター支援室長 2010/4/1 無期限 紙 学習センター支援室 学務部学習センター支援室長 面接授業係 廃棄
2010 学務部学習センター支援室 面接授業 シラバス 平成２２年度１学期面接授業時間割表 学務部学習センター支援室長 2011/4/1 無期限 紙 学習センター支援室 学務部学習センター支援室長 面接授業係 廃棄
2010 学務部学習センター支援室 面接授業 シラバス 平成２２年度２学期面接授業時間割表 学務部学習センター支援室長 2011/4/1 無期限 紙 学習センター支援室 学務部学習センター支援室長 面接授業係 廃棄
2011 学務部学習センター支援室 面接授業 シラバス 平成２３年度１学期面接授業時間割表 学務部学習センター支援室長 2012/4/1 無期限 紙 学習センター支援室 学務部学習センター支援室長 面接授業係 廃棄
2011 学務部学習センター支援室 面接授業 シラバス 平成２３年度２学期面接授業時間割表 学務部学習センター支援室長 2012/4/1 無期限 紙 学習センター支援室 学務部学習センター支援室長 面接授業係 廃棄
2012 学務部学習センター支援室 面接授業 シラバス 平成２４年度１学期面接授業時間割表 学務部学習センター支援室長 2013/4/1 無期限 紙 学習センター支援室 学務部学習センター支援室長 面接授業係 廃棄
2012 学務部学習センター支援室 面接授業 シラバス 平成２４年度２学期面接授業時間割表 学務部学習センター支援室長 2013/4/1 無期限 紙 学習センター支援室 学務部学習センター支援室長 面接授業係 廃棄
2013 学務部学習センター支援室 面接授業 シラバス 平成２５年度１学期面接授業時間割表 学務部学習センター支援室長 2014/4/1 無期限 紙 学習センター支援室 学務部学習センター支援室長 面接授業係 廃棄
2013 学務部学習センター支援室 面接授業 シラバス 平成２５年度２学期面接授業時間割表 学務部学習センター支援室長 2014/4/1 無期限 紙 学習センター支援室 学務部学習センター支援室長 面接授業係 廃棄
2014 学務部学習センター支援室 面接授業 シラバス 平成２６年度１学期面接授業時間割表 学務部学習センター支援室長 2015/4/1 無期限 紙 学習センター支援室 学務部学習センター支援室長 面接授業係 廃棄
2014 学務部学習センター支援室 面接授業 シラバス 平成２６年度２学期面接授業時間割表 学務部学習センター支援室長 2015/4/1 無期限 紙 学習センター支援室 学務部学習センター支援室長 面接授業係 廃棄
2015 学務部学習センター支援室 面接授業 シラバス 平成２７年度１学期面接授業時間割表 学務部学習センター支援室長 2016/4/1 無期限 紙 学習センター支援室 学務部学習センター支援室長 面接授業係 廃棄
2015 学務部学習センター支援室 面接授業 シラバス 平成２７年度２学期面接授業時間割表 学務部学習センター支援室長 2016/4/1 無期限 紙 学習センター支援室 学務部学習センター支援室長 面接授業係 廃棄
2016 学務部学習センター支援室 面接授業 シラバス 平成２８年度１学期面接授業時間割表 学務部学習センター支援室長 2017/4/1 無期限 紙 学習センター支援室 学務部学習センター支援室長 面接授業係 廃棄
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2016 学務部学習センター支援室 面接授業 シラバス 平成２８年度２学期面接授業時間割表 学務部学習センター支援室長 2017/4/1 無期限 紙 学習センター支援室 学務部学習センター支援室長 面接授業係 廃棄
2017 学務部学習センター支援室 面接授業 シラバス 平成２９年度１学期面接授業時間割表 学務部学習センター支援室長 2018/4/1 無期限 紙 学習センター支援室 学務部学習センター支援室長 面接授業係 廃棄
2017 学務部学習センター支援室 面接授業 シラバス 平成２９年度２学期面接授業時間割表 学務部学習センター支援室長 2018/4/1 無期限 紙 学習センター支援室 学務部学習センター支援室長 面接授業係 廃棄
2018 学務部学習センター支援室 面接授業 シラバス 平成３０年度１学期面接授業時間割表 学務部学習センター支援室長 2019/4/1 無期限 紙 学習センター支援室 学務部学習センター支援室長 面接授業係 廃棄
2018 学務部学習センター支援室 面接授業 シラバス 平成３０年度２学期面接授業時間割表 学務部学習センター支援室長 2019/4/1 無期限 紙 学習センター支援室 学務部学習センター支援室長 面接授業係 廃棄
2019 学務部学習センター支援室 面接授業 シラバス ２０１９年度１学期面接授業時間割表 学務部学習センター支援室長 2020/4/1 無期限 紙 学習センター支援室 学務部学習センター支援室長 面接授業係 廃棄
2019 学務部学習センター支援室 面接授業 シラバス ２０１９年度２学期面接授業時間割表 学務部学習センター支援室長 2020/4/1 無期限 紙 学習センター支援室 学務部学習センター支援室長 面接授業係 廃棄
2017 学務部学習センター支援室 職員 超過勤務命令簿等 超過勤務命令簿等（平成２９年度） 学務部学習センター支援室長 2018/4/1 3年 2021/3/31 電子情報 共有サーバー 学務部学習センター支援室長 学習センター係 廃棄
2018 学務部学習センター支援室 職員 超過勤務命令簿等 超過勤務命令簿等（平成３０年度） 学務部学習センター支援室長 2019/4/1 3年 2022/3/31 電子情報 共有サーバー 学務部学習センター支援室長 学習センター係 廃棄
2019 学務部学習センター支援室 職員 超過勤務命令簿等 超過勤務命令簿等（2019年度） 学務部学習センター支援室長 2020/4/1 3年 2023/3/31 電子情報 共有サーバー 学務部学習センター支援室長 学習センター係 廃棄
2017 学務部学習センター支援室 職員 休暇簿等 休暇簿　休日・週休日振替及び勤務時間の割振り変更簿（平成29年度） 学務部学習センター支援室長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 学習センター支援室 学務部学習センター支援室長 学習センター係 廃棄
2018 学務部学習センター支援室 職員 休暇簿等 休暇簿　休日・週休日振替及び勤務時間の割振り変更簿（平成30年度） 学務部学習センター支援室長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 学習センター支援室 学務部学習センター支援室長 学習センター係 廃棄
2019 学務部学習センター支援室 職員 休暇簿等 休暇簿　休日・週休日振替及び勤務時間の割振り変更簿（2019年度） 学務部学習センター支援室長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 学習センター支援室 学務部学習センター支援室長 学習センター係 廃棄
2017 学務部学習センター支援室 職員 出勤簿 出勤簿（平成29年度） 学務部学習センター支援室長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 学習センター支援室 学務部学習センター支援室長 学習センター係 廃棄
2018 学務部学習センター支援室 職員 出勤簿 出勤簿（平成30年度） 学務部学習センター支援室長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 学習センター支援室 学務部学習センター支援室長 学習センター係 廃棄
2019 学務部学習センター支援室 職員 出勤簿 出勤簿（2019年度） 学務部学習センター支援室長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 学習センター支援室 学務部学習センター支援室長 学習センター係 廃棄
1990 学務部学習センター支援室 規程 規程関係 規程類（平成2年度） 学習センター課長 1991/4/1 30年 2021/3/31 紙 学習センター支援室 学務部学習センター支援室長 学習センター係 廃棄
1991 学務部学習センター支援室 規程 規程関係 規程類（平成3年度） 学習センター課長 1992/4/1 30年 2022/3/31 紙 学習センター支援室 学務部学習センター支援室長 学習センター係 廃棄
1992 学務部学習センター支援室 規程 規程関係 規程類（平成4年度） 学習センター課長 1993/4/1 30年 2023/3/31 紙 学習センター支援室 学務部学習センター支援室長 学習センター係 廃棄
1993 学務部学習センター支援室 規程 規程関係 規程類（平成5年度） 学習センター課長 1994/4/1 30年 2024/3/31 紙 学習センター支援室 学務部学習センター支援室長 学習センター係 廃棄
1994 学務部学習センター支援室 規程 規程関係 規程類（平成6年度） 学習センター課長 1995/4/1 30年 2025/3/31 紙 学習センター支援室 学務部学習センター支援室長 学習センター係 廃棄
1995 学務部学習センター支援室 規程 規程関係 規程類（平成7年度） 学習センター課長 1996/4/1 30年 2026/3/31 紙 学習センター支援室 学務部学習センター支援室長 学習センター係 廃棄
1996 学務部学習センター支援室 規程 規程関係 規程類（平成8年度） 学習センター課長 1997/4/1 30年 2027/3/31 紙 学習センター支援室 学務部学習センター支援室長 学習センター係 廃棄
1997 学務部学習センター支援室 規程 規程関係 規程類（平成9年度） 学習センター課長 1998/4/1 30年 2028/3/31 紙 学習センター支援室 学務部学習センター支援室長 学習センター係 廃棄
1998 学務部学習センター支援室 規程 規程関係 規程類（平成10年度） 学習センター課長 1999/4/1 30年 2029/3/31 紙 学習センター支援室 学務部学習センター支援室長 学習センター係 廃棄
1999 学務部学習センター支援室 規程 規程関係 規程類（平成11年度） 学習センター課長 2000/4/1 30年 2030/3/31 紙 学習センター支援室 学務部学習センター支援室長 学習センター係 廃棄
2000 学務部学習センター支援室 規程 規程関係 規程類（平成12年度） 学習センター課長 2001/4/1 30年 2031/3/31 紙 学習センター支援室 学務部学習センター支援室長 学習センター係 廃棄
2001 学務部学習センター支援室 規程 規程関係 規程類（平成13年度） 学習センター課長 2002/4/1 30年 2032/3/31 紙 学習センター支援室 学務部学習センター支援室長 学習センター係 廃棄
2002 学務部学習センター支援室 規程 規程関係 規程類（平成14年度） 学習センター課長 2003/4/1 30年 2033/3/31 紙 学習センター支援室 学務部学習センター支援室長 学習センター係 廃棄
2003 学務部学習センター支援室 規程 規程関係 規程類（平成15年度） 学習センター課長 2004/4/1 30年 2034/3/31 紙 学習センター支援室 学務部学習センター支援室長 学習センター係 廃棄
2004 学務部学習センター支援室 規程 規程関係 規程（平成１6年度） 教務部学習センター支援室長 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 学習センター支援室 学務部学習センター支援室長 学習センター係 廃棄
2005 学務部学習センター支援室 規程 規程関係 規程（平成１７年度） 教務部学習センター支援室長 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 学習センター支援室 学務部学習センター支援室長 学習センター係 廃棄
2006 学務部学習センター支援室 規程 規程関係 規程（平成１８年度） 教務部学習センター支援室長 2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 学習センター支援室 学務部学習センター支援室長 学習センター係 廃棄
2017 学務部学習センター支援室 規程 規程関係 規程（平成１９年度～） 教務部学習センター支援室長 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 学習センター支援室 学務部学習センター支援室長 学習センター係 廃棄
2010 学務部学習センター支援室 庶務 旅行命令（依頼）伺等 旅行命令（平成22年度） 学習センター支援室長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 学習センター支援室 学務部学習センター支援室長 学習センター係 廃棄
2011 学務部学習センター支援室 庶務 旅行命令（依頼）伺等 旅行命令（平成23年度） 学習センター支援室長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 学習センター支援室 学務部学習センター支援室長 学習センター係 廃棄
2012 学務部学習センター支援室 庶務 旅行命令（依頼）伺等 旅行命令（平成24年度） 学習センター支援室長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 学習センター支援室 学務部学習センター支援室長 学習センター係 廃棄
2013 学務部学習センター支援室 庶務 旅行命令（依頼）伺等 旅行命令（平成25年度） 学習センター支援室長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 学習センター支援室 学務部学習センター支援室長 学習センター係 廃棄
2014 学務部学習センター支援室 庶務 旅行命令（依頼）伺等 旅行命令（平成26年度） 学習センター支援室長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 学習センター支援室 学務部学習センター支援室長 学習センター係 廃棄
2015 学務部学習センター支援室 庶務 旅行命令（依頼）伺等 旅行命令（平成27年度） 学習センター支援室長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 学習センター支援室 学務部学習センター支援室長 学習センター係 廃棄
2016 学務部学習センター支援室 庶務 旅行命令（依頼）伺等 旅行命令（平成28年度） 学務部学習センター支援室長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 学習センター支援室 学務部学習センター支援室長 学習センター係 廃棄
2017 学務部学習センター支援室 庶務 旅行命令（依頼）伺等 旅行命令（平成29年度） 学務部学習センター支援室長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 学習センター支援室 学務部学習センター支援室長 学習センター係 廃棄
2018 学務部学習センター支援室 庶務 旅行命令（依頼）伺等 旅行命令（平成30年度） 学務部学習センター支援室長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 学習センター支援室 学務部学習センター支援室長 学習センター係 廃棄
2019 学務部学習センター支援室 庶務 旅行命令（依頼）伺等 旅行命令（2019年度） 学務部学習センター支援室長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 学習センター支援室 学務部学習センター支援室長 学習センター係 廃棄
2015 学務部学習センター支援室 会計 学長裁量経費 学長裁量経費Ⅲ（2015年度） 学習センター支援室長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 学習センター支援室 学務部学習センター支援室長 学習センター係 廃棄
2016 学務部学習センター支援室 会計 学長裁量経費 学長裁量経費（2016年度） 学務部学習センター支援室長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 学習センター支援室 学務部学習センター支援室長 学習センター係 廃棄
2017 学務部学習センター支援室 会計 学長裁量経費 学長裁量経費（2017年度） 学務部学習センター支援室長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 学習センター支援室 学務部学習センター支援室長 学習センター係 廃棄
2018 学務部学習センター支援室 会計 学長裁量経費 学長裁量経費（2018年度） 学務部学習センター支援室長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 学習センター支援室 学務部学習センター支援室長 学習センター係 廃棄
2019 学務部学習センター支援室 会計 学長裁量経費 学長裁量経費（2019年度） 学務部学習センター支援室長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 学習センター支援室 学務部学習センター支援室長 学習センター係 廃棄
2010 学務部学習センター支援室 会計 再視聴施設複製任用関係 再視聴施設複製任用関係（平成２２年度） 学習センター支援室長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 学習センター支援室 学務部学習センター支援室長 学習センター係 廃棄
2011 学務部学習センター支援室 会計 再視聴施設複製任用関係 再視聴施設複製任用関係（平成２３年度） 学習センター支援室長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 学習センター支援室 学務部学習センター支援室長 学習センター係 廃棄
2012 学務部学習センター支援室 会計 再視聴施設複製任用関係 再視聴施設複製任用関係（平成２４年度） 学習センター支援室長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 学習センター支援室 学務部学習センター支援室長 学習センター係 廃棄
2013 学務部学習センター支援室 会計 再視聴施設複製任用関係 再視聴施設複製任用関係（平成２５年度） 学習センター支援室長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 学習センター支援室 学務部学習センター支援室長 学習センター係 廃棄
2014 学務部学習センター支援室 会計 再視聴施設複製任用関係 再視聴施設複製任用関係（平成２６年度） 学習センター支援室長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 学習センター支援室 学務部学習センター支援室長 学習センター係 廃棄
2015 学務部学習センター支援室 会計 再視聴施設複製任用関係 再視聴施設複製任用関係（平成２７年度） 学習センター支援室長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 学習センター支援室 学務部学習センター支援室長 学習センター係 廃棄
2016 学務部学習センター支援室 会計 再視聴施設複製任用関係 再視聴施設複製任用関係（平成２８年度） 学務部学習センター支援室長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 学習センター支援室 学務部学習センター支援室長 学習センター係 廃棄
2017 学務部学習センター支援室 会計 再視聴施設複製任用関係 再視聴施設複製任用関係（平成２９年度） 学務部学習センター支援室長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 学習センター支援室 学務部学習センター支援室長 学習センター係 廃棄
2018 学務部学習センター支援室 会計 再視聴施設複製任用関係 再視聴施設複製任用関係（平成３０年度） 学務部学習センター支援室長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 学習センター支援室 学務部学習センター支援室長 学習センター係 廃棄
2019 学務部学習センター支援室 会計 再視聴施設複製任用関係 再視聴施設複製任用関係（2019年度） 学務部学習センター支援室長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 学習センター支援室 学務部学習センター支援室長 学習センター係 廃棄
2015 学務部学習センター支援室 会計 再視聴設備の更新 再視聴ブース更新（平成２７年度） 学習センター支援室長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 学習センター支援室 学務部学習センター支援室長 学習センター係 廃棄
2010 学務部学習センター支援室 学習センター運営 学習センター整備 学習センター備品購入関係（平成２２年度） 学習センター支援室長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 学習センター支援室 学務部学習センター支援室長 学習センター係 廃棄
2011 学務部学習センター支援室 学習センター運営 学習センター整備 学習センター備品購入関係（平成２３年度） 学習センター支援室長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 学習センター支援室 学務部学習センター支援室長 学習センター係 廃棄
2012 学務部学習センター支援室 学習センター運営 学習センター整備 学習センター備品購入関係（平成２４年度） 学習センター支援室長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 学習センター支援室 学務部学習センター支援室長 学習センター係 廃棄
2013 学務部学習センター支援室 学習センター運営 学習センター整備 学習センター備品購入関係（平成２５年度） 学習センター支援室長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 学習センター支援室 学務部学習センター支援室長 学習センター係 廃棄
2014 学務部学習センター支援室 学習センター運営 学習センター整備 学習センター備品購入関係（平成２６年度） 学習センター支援室長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 学習センター支援室 学務部学習センター支援室長 学習センター係 廃棄
2015 学務部学習センター支援室 学習センター運営 学習センター整備 学習センター備品購入関係（平成２７年度） 学習センター支援室長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 学習センター支援室 学務部学習センター支援室長 学習センター係 廃棄
2016 学務部学習センター支援室 学習センター運営 学習センター整備 学習センター備品購入関係（平成２８年度） 学務部学習センター支援室長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 学習センター支援室 学務部学習センター支援室長 学習センター係 廃棄
2017 学務部学習センター支援室 学習センター運営 学習センター整備 学習センター備品購入関係（平成２９年度） 学務部学習センター支援室長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 学習センター支援室 学務部学習センター支援室長 学習センター係 廃棄
2018 学務部学習センター支援室 学習センター運営 学習センター整備 学習センター備品購入関係（平成３０年度） 学務部学習センター支援室長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 学習センター支援室 学務部学習センター支援室長 学習センター係 廃棄
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措置結果
2019 学務部学習センター支援室 学習センター運営 学習センター整備 学習センター備品購入関係（2019年度） 学務部学習センター支援室長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 学習センター支援室 学務部学習センター支援室長 学習センター係 廃棄
1997 学務部学習センター支援室 学習センター運営 学習センター整備・設置 新設地域学習センターの整備状況（平成9年度） 学習センター課長 1998/4/1 30年 2028/3/31 紙 学習センター支援室 学務部学習センター支援室長 学習センター係 廃棄
1998 学務部学習センター支援室 学習センター運営 学習センター整備・設置 整備（サテライトスペース） 学習センター課長 1999/4/1 30年 2029/3/31 紙 学習センター支援室 学務部学習センター支援室長 学習センター係 廃棄
1992 学務部学習センター支援室 学習センター運営 学習センター整備・設置 整備（ビデオ学習センター設置関係） 学習センター課長 1993/4/1 30年 2023/3/31 紙 学習センター支援室 学務部学習センター支援室長 学習センター係 廃棄
1994 学務部学習センター支援室 学習センター運営 学習センター整備・設置 整備（ビデオ学習センター設置関係）（平成6年度） 学習センター課長 1995/4/1 30年 2025/3/31 紙 学習センター支援室 学務部学習センター支援室長 学習センター係 廃棄
1992 学務部学習センター支援室 学習センター運営 学習センター整備・設置 整備（愛知・岐阜ビデオ学習センター移転関連資料） 学習センター課長 1993/4/1 30年 2023/3/31 紙 学習センター支援室 学務部学習センター支援室長 学習センター係 廃棄
1999 学務部学習センター支援室 学習センター運営 学習センター整備・設置 整備（移転・合築関係） 学習センター課長 2000/4/1 30年 2030/3/31 紙 学習センター支援室 学務部学習センター支援室長 学習センター係 廃棄
1996 学務部学習センター支援室 学習センター運営 学習センター整備・設置 整備（拡充関連事項） 学習センター課長 1997/4/1 30年 2027/3/31 紙 学習センター支援室 学務部学習センター支援室長 学習センター係 廃棄
1990 学務部学習センター支援室 学習センター運営 学習センター整備・設置 整備（金沢工業大学関係） 学習センター課長 1991/4/1 30年 2021/3/31 紙 学習センター支援室 学務部学習センター支援室長 学習センター係 廃棄
1995 学務部学習センター支援室 学習センター運営 学習センター整備・設置 整備（甲府センター改修工事） 学習センター課長 1996/4/1 30年 2026/3/31 紙 学習センター支援室 学務部学習センター支援室長 学習センター係 廃棄
1999 学務部学習センター支援室 学習センター運営 学習センター整備・設置 整備（合築関係等資料） 学習センター課長 2000/4/1 30年 2030/3/31 紙 学習センター支援室 学務部学習センター支援室長 学習センター係 廃棄
2001 学務部学習センター支援室 学習センター運営 学習センター整備・設置 整備（施設拡充）（平成12年11月～平成13年9月） 学習センター課長 2002/4/1 30年 2032/3/31 紙 学習センター支援室 学務部学習センター支援室長 学習センター係 廃棄
1992 学務部学習センター支援室 学習センター運営 学習センター整備・設置 整備（設置準備）（平成4・5年度） 学習センター課長 1993/4/1 30年 2023/3/31 紙 学習センター支援室 学務部学習センター支援室長 学習センター係 廃棄
1992 学務部学習センター支援室 学習センター運営 学習センター整備・設置 整備（大阪ビデオ学習センター移転関連資料） 学習センター課長 1993/4/1 30年 2023/3/31 紙 学習センター支援室 学務部学習センター支援室長 学習センター係 廃棄
1992 学務部学習センター支援室 学習センター運営 学習センター整備・設置 整備（地域学習センター（仮称）に関する検討会議）（平成5年度） 学習センター課長 1993/4/1 30年 2023/3/31 紙 学習センター支援室 学務部学習センター支援室長 学習センター係 廃棄
1996 学務部学習センター支援室 学習センター運営 学習センター整備・設置 整備（地域学習センター移転・増設関係）（平成5年度～平成8年度） 学習センター課長 1997/4/1 30年 2027/3/31 紙 学習センター支援室 学務部学習センター支援室長 学習センター係 廃棄
1996 学務部学習センター支援室 学習センター運営 学習センター整備・設置 整備（地域学習センター設置に関する検討会議）（平成6・7・8年度） 学習センター課長 1997/4/1 30年 2027/3/31 紙 学習センター支援室 学務部学習センター支援室長 学習センター係 廃棄
1995 学務部学習センター支援室 学習センター運営 学習センター整備・設置 整備（地域学習センター設置関係）（平成7年度） 学習センター課長 1996/4/1 30年 2026/3/31 紙 学習センター支援室 学務部学習センター支援室長 学習センター係 廃棄
1996 学務部学習センター支援室 学習センター運営 学習センター整備・設置 整備（地域学習センター設置関係）（平成8年度） 学習センター課長 1997/4/1 30年 2027/3/31 紙 学習センター支援室 学務部学習センター支援室長 学習センター係 廃棄
1997 学務部学習センター支援室 学習センター運営 学習センター整備・設置 整備（地域学習センター設置関係）（平成9年度） 学習センター課長 1998/4/1 30年 2028/3/31 紙 学習センター支援室 学務部学習センター支援室長 学習センター係 廃棄
1997 学務部学習センター支援室 学習センター運営 学習センター整備・設置 整備（地域学習センター設置関係）（平成10年） 学習センター課長 1998/4/1 30年 2028/3/31 紙 学習センター支援室 学務部学習センター支援室長 学習センター係 廃棄
1990 学務部学習センター支援室 学習センター運営 学習センター整備・設置 整備（東京第三開設準備） 学習センター課長 1991/4/1 30年 2021/3/31 紙 学習センター支援室 学務部学習センター支援室長 学習センター係 廃棄
2001 学務部学習センター支援室 学習センター運営 学習センター整備・設置 東京多摩整備関係 学習センター課長 2002/4/1 30年 2032/3/31 紙 学習センター支援室 学務部学習センター支援室長 学習センター係 廃棄
2010 学務部学習センター支援室 学習センター運営 学習センター移転 山口学習センター移転 学習センター支援室長 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙 学習センター支援室 学務部学習センター支援室長 学習センター係 廃棄
2014 学務部学習センター支援室 学習センター運営 学習センター移転 福岡学習センター移転 学習センター支援室長 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 学習センター支援室 学務部学習センター支援室長 学習センター係 廃棄
2014 学務部学習センター支援室 学習センター運営 学習センター移転 北九州サテライトスペース移転 学習センター支援室長 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 学習センター支援室 学務部学習センター支援室長 学習センター係 廃棄
2014 学務部学習センター支援室 学習センター運営 学習センター移転 長野学習センター仮移転 学習センター支援室長 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 学習センター支援室 学務部学習センター支援室長 学習センター係 廃棄
2016 学務部学習センター支援室 学習センター運営 学習センター移転 大分学習センター移転 学務部学習センター支援室長 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 学習センター支援室 学務部学習センター支援室長 学習センター係 廃棄
2016 学務部学習センター支援室 学習センター運営 学習センター移転 宮城学習センター移転 学務部学習センター支援室長 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 学習センター支援室 学務部学習センター支援室長 学習センター係 廃棄
2017 学務部学習センター支援室 学習センター運営 学習センター移転 長野学習センター移転 学務部学習センター支援室長 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 学習センター支援室 学務部学習センター支援室長 学習センター係 廃棄
2010 学務部学習センター支援室 学習センター運営 客員教員 客員教員の推薦について（平成22年度） 学習センター支援室長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 学習センター支援室 学務部学習センター支援室長 学習センター係 廃棄
2011 学務部学習センター支援室 学習センター運営 客員教員 客員教員の推薦について（平成23年度） 学習センター支援室長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 学習センター支援室 学務部学習センター支援室長 学習センター係 廃棄
2012 学務部学習センター支援室 学習センター運営 客員教員 客員教員の推薦について（平成24年度） 学習センター支援室長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 学習センター支援室 学務部学習センター支援室長 学習センター係 廃棄
2010 学務部学習センター支援室 学習センター運営 客員教員 客員教員履歴書等（平成22年度） 学習センター支援室長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 学習センター支援室 学務部学習センター支援室長 学習センター係 廃棄
2011 学務部学習センター支援室 学習センター運営 客員教員 客員教員履歴書等（平成23年度） 学習センター支援室長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 学習センター支援室 学務部学習センター支援室長 学習センター係 廃棄
2012 学務部学習センター支援室 学習センター運営 客員教員 客員教員履歴書等（平成24年度） 学習センター支援室長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 学習センター支援室 学務部学習センター支援室長 学習センター係 廃棄
2013 学務部学習センター支援室 学習センター運営 客員教員 客員教員履歴書等（平成25年度） 学習センター支援室長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 学習センター支援室 学務部学習センター支援室長 学習センター係 廃棄
2014 学務部学習センター支援室 学習センター運営 客員教員 客員教員履歴書等（平成26年度） 学習センター支援室長 2015/4/1 10年 2025/3/31 電子情報 共有サーバー 学務部学習センター支援室長 学習センター係 廃棄
2015 学務部学習センター支援室 学習センター運営 客員教員 客員教員履歴書等（平成27年度） 学習センター支援室長 2016/4/1 10年 2026/3/31 電子情報 共有サーバー 学務部学習センター支援室長 学習センター係 廃棄
2016 学務部学習センター支援室 学習センター運営 客員教員 客員教員履歴書等（平成28年度） 学務部学習センター支援室長 2017/4/1 10年 2027/3/31 電子情報 共有サーバー 学務部学習センター支援室長 学習センター係 廃棄
2017 学務部学習センター支援室 学習センター運営 客員教員 客員教員履歴書等（平成29年度） 学務部学習センター支援室長 2018/4/1 10年 2028/3/31 電子情報 共有サーバー 学務部学習センター支援室長 学習センター係 廃棄
2018 学務部学習センター支援室 学習センター運営 客員教員 客員教員履歴書等（平成30年度） 学務部学習センター支援室長 2019/4/1 10年 2029/3/31 電子情報 共有サーバー 学務部学習センター支援室長 学習センター係 廃棄
2019 学務部学習センター支援室 学習センター運営 客員教員 客員教員履歴書等（2019年度） 学務部学習センター支援室長 2020/4/1 10年 2030/3/31 電子情報 共有サーバー 学務部学習センター支援室長 学習センター係 廃棄
2010 学務部学習センター支援室 学習センター運営 入学者の集い・学位記授与式 入学者の集い・学位記授与式（平成22年度） 学習センター支援室長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 学習センター支援室 学務部学習センター支援室長 学習センター係 廃棄
2011 学務部学習センター支援室 学習センター運営 入学者の集い・学位記授与式 入学者の集い・学位記授与式（平成23年度） 学習センター支援室長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 学習センター支援室 学務部学習センター支援室長 学習センター係 廃棄
2012 学務部学習センター支援室 学習センター運営 入学者の集い・学位記授与式 入学者の集い・学位記授与式（平成24年度） 学習センター支援室長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 学習センター支援室 学務部学習センター支援室長 学習センター係 廃棄
2013 学務部学習センター支援室 学習センター運営 入学者の集い・学位記授与式 入学者の集い・学位記授与式（平成25年度） 学習センター支援室長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 学習センター支援室 学務部学習センター支援室長 学習センター係 廃棄
2014 学務部学習センター支援室 学習センター運営 入学者の集い・学位記授与式 入学者の集い・学位記授与式（平成26年度） 学習センター支援室長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 学習センター支援室 学務部学習センター支援室長 学習センター係 廃棄
2015 学務部学習センター支援室 学習センター運営 入学者の集い・学位記授与式 入学者の集い・学位記授与式（平成27年度） 学習センター支援室長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 学習センター支援室 学務部学習センター支援室長 学習センター係 廃棄
2016 学務部学習センター支援室 学習センター運営 入学者の集い・学位記授与式 入学者の集い・学位記授与式（平成28年度） 学務部学習センター支援室長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 学習センター支援室 学務部学習センター支援室長 学習センター係 廃棄
2017 学務部学習センター支援室 学習センター運営 入学者の集い・学位記授与式 入学者の集い・学位記授与式（平成29年度） 学務部学習センター支援室長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 学習センター支援室 学務部学習センター支援室長 学習センター係 廃棄
2018 学務部学習センター支援室 学習センター運営 入学者の集い・学位記授与式 入学者の集い・学位記授与式（平成30年度） 学務部学習センター支援室長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 学習センター支援室 学務部学習センター支援室長 学習センター係 廃棄
2019 学務部学習センター支援室 学習センター運営 入学者の集い・学位記授与式 入学者の集い・学位記授与式（2019年度） 学務部学習センター支援室長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 学習センター支援室 学務部学習センター支援室長 学習センター係 廃棄
2010 学務部学習センター支援室 学習センター運営 学習センターの緊急連絡体制 学習センターの緊急連絡体制（平成22年度） 学習センター課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 学習センター支援室 学務部学習センター支援室長 学習センター係 廃棄
2011 学務部学習センター支援室 学習センター運営 学習センターの緊急連絡体制 学習センターの緊急連絡体制（平成23年度） 学習センター課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 学習センター支援室 学務部学習センター支援室長 学習センター係 廃棄
2012 学務部学習センター支援室 学習センター運営 学習センターの緊急連絡体制 学習センターの緊急連絡体制（平成24年度） 学習センター課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 学習センター支援室 学務部学習センター支援室長 学習センター係 廃棄
2013 学務部学習センター支援室 学習センター運営 学習センターの緊急連絡体制 学習センターの緊急連絡体制（平成25年度） 学習センター課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 学習センター支援室 学務部学習センター支援室長 学習センター係 廃棄
2014 学務部学習センター支援室 学習センター運営 学習センターの緊急連絡体制 学習センターの緊急連絡体制（平成26年度） 学習センター課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 学習センター支援室 学務部学習センター支援室長 学習センター係 廃棄
2015 学務部学習センター支援室 学習センター運営 学習センターの緊急連絡体制 学習センターの緊急連絡体制（平成27年度） 学習センター課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 学習センター支援室 学務部学習センター支援室長 学習センター係 廃棄
2016 学務部学習センター支援室 学習センター運営 学習センターの緊急連絡体制 学習センターの緊急連絡体制（平成28年度） 学務部学習センター支援室長 2017/4/1 10年 2027/3/31 電子情報 共有サーバー 学務部学習センター支援室長 学習センター係 廃棄
2017 学務部学習センター支援室 学習センター運営 学習センターの緊急連絡体制 学習センターの緊急連絡体制（平成29年度） 学務部学習センター支援室長 2018/4/1 10年 2028/3/31 電子情報 共有サーバー 学務部学習センター支援室長 学習センター係 廃棄
2018 学務部学習センター支援室 学習センター運営 学習センターの緊急連絡体制 学習センターの緊急連絡体制（平成30年度） 学務部学習センター支援室長 2019/4/1 10年 2029/3/31 電子情報 共有サーバー 学務部学習センター支援室長 学習センター係 廃棄
2019 学務部学習センター支援室 学習センター運営 学習センターの緊急連絡体制 学習センターの緊急連絡体制（2019年度） 学務部学習センター支援室長 2020/4/1 10年 2030/3/31 電子情報 共有サーバー 学務部学習センター支援室長 学習センター係 廃棄
2015 学務部学習センター支援室 会議 学習センター所長会議 学習センター所長会議（平成27年度） 学習センター支援室長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 学習センター支援室 学務部学習センター支援室長 学習センター係 廃棄
2016 学務部学習センター支援室 会議 学習センター所長会議 学習センター所長会議（平成28年度） 学務部学習センター支援室長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 学習センター支援室 学務部学習センター支援室長 学習センター係 廃棄
2017 学務部学習センター支援室 会議 学習センター所長会議 学習センター所長会議（平成29年度） 学務部学習センター支援室長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 学習センター支援室 学務部学習センター支援室長 学習センター係 廃棄
2018 学務部学習センター支援室 会議 学習センター所長会議 学習センター所長会議（平成30年度） 学務部学習センター支援室長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 学習センター支援室 学務部学習センター支援室長 学習センター係 廃棄
2019 学務部学習センター支援室 会議 学習センター所長会議 学習センター所長会議（2019年度） 学務部学習センター支援室長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 学習センター支援室 学務部学習センター支援室長 学習センター係 廃棄
2016 学務部学習センター支援室 会議 新任学習センター所長概要説明関係 新任学習センター所長概要説明関係（2015年度・2016年度） 学務部学習センター支援室長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 学習センター支援室 学務部学習センター支援室長 学習センター係 廃棄
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2017 学務部学習センター支援室 会議 新任学習センター所長概要説明関係 新任学習センター所長概要説明関係（2017年度・2018年度） 学務部学習センター支援室長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 学習センター支援室 学務部学習センター支援室長 学習センター係 廃棄
2018 学務部学習センター支援室 会議 新任学習センター所長概要説明関係 新任学習センター所長概要説明関係（2019年度・2020年度） 学務部学習センター支援室長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 学習センター支援室 学務部学習センター支援室長 学習センター係 廃棄
2016 学務部学習センター支援室 会議 学習センター事務長・事務室長会議 学習センター事務長会議（２０１６年度） 学務部学習センター支援室長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 学習センター支援室 学務部学習センター支援室長 学習センター係 廃棄
2017 学務部学習センター支援室 会議 学習センター事務長・事務室長会議 学習センター事務長会議（２０１７年度） 学務部学習センター支援室長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 学習センター支援室 学務部学習センター支援室長 学習センター係 廃棄
2018 学務部学習センター支援室 会議 学習センター事務長・事務室長会議 学習センター事務長会議（２０１８年度） 学務部学習センター支援室長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 学習センター支援室 学務部学習センター支援室長 学習センター係 廃棄
2019 学務部学習センター支援室 会議 学習センター事務長・事務室長会議 学習センター事務長会議（2019年度） 学務部学習センター支援室長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 学習センター支援室 学務部学習センター支援室長 学習センター係 廃棄
2015 学務部学習センター支援室 会議 ブロック会議 ブロック会議（平成２７年度） 学習センター支援室長 2016/4/1 5年 2021/3/31 電子情報 共有サーバー 学務部学習センター支援室長 学習センター係 廃棄
2016 学務部学習センター支援室 会議 ブロック会議 ブロック会議（平成２８年度） 学務部学習センター支援室長 2017/4/1 5年 2022/3/31 電子情報 共有サーバー 学務部学習センター支援室長 学習センター係 廃棄
2017 学務部学習センター支援室 会議 ブロック会議 ブロック会議（平成２９年度） 学務部学習センター支援室長 2018/4/1 5年 2023/3/31 電子情報 共有サーバー 学務部学習センター支援室長 学習センター係 廃棄
2018 学務部学習センター支援室 会議 ブロック会議 ブロック会議（平成３０年度） 学務部学習センター支援室長 2019/4/1 5年 2024/3/31 電子情報 共有サーバー 学務部学習センター支援室長 学習センター係 廃棄
2019 学務部学習センター支援室 会議 ブロック会議 ブロック会議（2019年度） 学務部学習センター支援室長 2020/4/1 5年 2025/3/31 電子情報 共有サーバー 学務部学習センター支援室長 学習センター係 廃棄
2015 学務部学習センター支援室 調査統計 学習センター別テープ貸出状況 学習センター別テープ貸出状況（平成27年度） 学習センター支援室長 2016/4/1 5年 2021/3/31 電子情報 共有サーバー 学務部学習センター支援室長 学習センター係 廃棄
2016 学務部学習センター支援室 調査統計 学習センター別テープ貸出状況 学習センター別テープ貸出状況（平成28年度） 学務部学習センター支援室長 2017/4/1 5年 2022/3/31 電子情報 共有サーバー 学務部学習センター支援室長 学習センター係 廃棄
2017 学務部学習センター支援室 調査統計 学習センター別テープ貸出状況 学習センター別テープ貸出状況（平成29年度） 学務部学習センター支援室長 2018/4/1 5年 2023/3/31 電子情報 共有サーバー 学務部学習センター支援室長 学習センター係 廃棄
2018 学務部学習センター支援室 調査統計 学習センター別テープ貸出状況 学習センター別テープ貸出状況（平成30年度） 学務部学習センター支援室長 2019/4/1 5年 2024/3/31 電子情報 共有サーバー 学務部学習センター支援室長 学習センター係 廃棄
2015 学務部学習センター支援室 調査統計 学習センター講義室等利用状況調査 学習センター講義室等利用状況調査（平成27年度） 学習センター支援室長 2016/4/1 5年 2021/3/31 電子情報 共有サーバー 学務部学習センター支援室長 学習センター係 廃棄
2016 学務部学習センター支援室 調査統計 学習センター講義室等利用状況調査 学習センター講義室等利用状況調査（平成28年度） 学務部学習センター支援室長 2017/4/1 5年 2022/3/31 電子情報 共有サーバー 学務部学習センター支援室長 学習センター係 廃棄
2017 学務部学習センター支援室 調査統計 学習センター講義室等利用状況調査 学習センター講義室等利用状況調査（平成29年度） 学務部学習センター支援室長 2018/4/1 5年 2023/3/31 電子情報 共有サーバー 学務部学習センター支援室長 学習センター係 廃棄
2018 学務部学習センター支援室 調査統計 学習センター講義室等利用状況調査 学習センター講義室等利用状況調査（平成30年度） 学務部学習センター支援室長 2019/4/1 5年 2024/3/31 電子情報 共有サーバー 学務部学習センター支援室長 学習センター係 廃棄
2019 学務部学習センター支援室 調査統計 学習センター講義室等利用状況調査 学習センター講義室等利用状況調査（2019年度） 学務部学習センター支援室長 2020/4/1 5年 2025/3/31 電子情報 学習センター支援室 学務部学習センター支援室長 学習センター係 廃棄
2015 学務部学習センター支援室 調査統計 放送番組等複製状況調査 放送番組等複製状況調査（平成27年度） 学習センター支援室長 2016/4/1 5年 2021/3/31 電子情報 共有サーバー 学務部学習センター支援室長 学習センター係 廃棄
2016 学務部学習センター支援室 調査統計 放送番組等複製状況調査 放送番組等複製状況調査（平成28年度） 学務部学習センター支援室長 2017/4/1 5年 2022/3/31 電子情報 共有サーバー 学務部学習センター支援室長 学習センター係 廃棄
2017 学務部学習センター支援室 調査統計 放送番組等複製状況調査 放送番組等複製状況調査（平成29年度） 学務部学習センター支援室長 2018/4/1 5年 2023/3/31 電子情報 共有サーバー 学務部学習センター支援室長 学習センター係 廃棄
2018 学務部学習センター支援室 調査統計 放送番組等複製状況調査 放送番組等複製状況調査（平成30年度） 学務部学習センター支援室長 2019/4/1 5年 2024/3/31 電子情報 共有サーバー 学務部学習センター支援室長 学習センター係 廃棄
2019 学務部学習センター支援室 調査統計 放送番組等複製状況調査 放送番組等複製状況調査（2019年度） 学務部学習センター支援室長 2020/4/1 5年 2025/3/31 電子情報 共有サーバー 学務部学習センター支援室長 学習センター係 廃棄
2017 学務部学習センター支援室 調査統計 進路調査アンケート 進路調査アンケート（29年度第1学期） 学務部学習センター支援室長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 学習センター支援室 学務部学習センター支援室長 学生支援係 廃棄
2017 学務部学習センター支援室 調査統計 進路調査アンケート 進路調査アンケート（29年度第2学期） 学務部学習センター支援室長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 学習センター支援室 学務部学習センター支援室長 学生支援係 廃棄
2018 学務部学習センター支援室 調査統計 進路調査アンケート 進路調査アンケート（30年度第1学期） 学務部学習センター支援室長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 学習センター支援室 学務部学習センター支援室長 学生支援係 廃棄
2018 学務部学習センター支援室 調査統計 進路調査アンケート 進路調査アンケート（30年度第2学期） 学務部学習センター支援室長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 学習センター支援室 学務部学習センター支援室長 学生支援係 廃棄
2019 学務部学習センター支援室 調査統計 進路調査アンケート 進路調査アンケート（2019年度第1学期） 学務部学習センター支援室長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 学習センター支援室 学務部学習センター支援室長 学生支援係 廃棄
2019 学務部学習センター支援室 調査統計 進路調査アンケート 進路調査アンケート（2019年度第2学期） 学務部学習センター支援室長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 学習センター支援室 学務部学習センター支援室長 学生支援係 廃棄
2016 学務部学習センター支援室 調査統計 学習センター個別購入PC調査 学習センター個別購入PC調査（WindowsVistaサポート終了） 学務部学習センター支援室長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 学習センター支援室 学務部学習センター支援室長 学習センター係 廃棄
2017 学務部学習センター支援室 調査統計 SC・SSインターネット視聴用端末調査 2017年度　ＳＣ・ＳＳ　インターネット視聴用端末調査 学務部学習センター支援室長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 学習センター支援室 学務部学習センター支援室長 学習センター係 廃棄
2015 学務部学習センター支援室 放送教材 放送教材複製配架入札 放送教材複製配架入札実施原義（平成２７年度契約） 学習センター支援室長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 学習センター支援室 学務部学習センター支援室長 学習センター係 廃棄
2015 学務部学習センター支援室 放送教材 新規複製配送教材　マスタ受渡等綴 新規複製配送教材　マスタ受渡等綴（2015年度） 学習センター支援室長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 学習センター支援室 学務部学習センター支援室長 学習センター係 廃棄
2016 学務部学習センター支援室 放送教材 新規複製配送教材　マスタ受渡等綴 新規複製配送教材　マスタ受渡等綴（2016年度） 学務部学習センター支援室長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 学習センター支援室 学務部学習センター支援室長 学習センター係 廃棄
2017 学務部学習センター支援室 放送教材 新規複製配送教材　マスタ受渡等綴 新規複製配送教材　マスタ受渡等綴（2017年度） 学務部学習センター支援室長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 学習センター支援室 学務部学習センター支援室長 学習センター係 廃棄
2018 学務部学習センター支援室 放送教材 新規複製配送教材　マスタ受渡等綴 新規複製配送教材　マスタ受渡等綴（2018年度） 学務部学習センター支援室長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 学習センター支援室 学務部学習センター支援室長 学習センター係 廃棄
2019 学務部学習センター支援室 放送教材 新規複製配送教材　マスタ受渡等綴 新規複製配送教材　マスタ受渡等綴（2019年度） 学務部学習センター支援室長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 学習センター支援室 学務部学習センター支援室長 学習センター係 廃棄
2019 学務部学習センター支援室 セミナーハウス セミナーハウス使用許可書 セミナーハウス使用許可書（2019年度） 学務部学習センター支援室長 2020/4/1 1年 2021/3/31 紙 学習センター支援室 学務部学習センター支援室長 学生支援係 廃棄
2010 学務部学習センター支援室 委員会 学生委員会 平成２２年度学生委員会関係 学務部学習センター支援室長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 学習センター支援室 学務部学習センター支援室長 学生支援係 廃棄
2011 学務部学習センター支援室 委員会 学生委員会 平成２３年度学生委員会関係 学務部学習センター支援室長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 学習センター支援室 学務部学習センター支援室長 学生支援係 廃棄
2012 学務部学習センター支援室 委員会 学生委員会 平成２４年度学生委員会関係 学務部学習センター支援室長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 学習センター支援室 学務部学習センター支援室長 学生支援係 廃棄
2013 学務部学習センター支援室 委員会 学生委員会 平成２５年度学生委員会関係 学務部学習センター支援室長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 学習センター支援室 学務部学習センター支援室長 学生支援係 廃棄
2014 学務部学習センター支援室 委員会 学生委員会 平成２６年度学生委員会関係 学務部学習センター支援室長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 学習センター支援室 学務部学習センター支援室長 学生支援係 廃棄
2015 学務部学習センター支援室 委員会 学生委員会 平成２７年度学生委員会関係 学務部学習センター支援室長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 学習センター支援室 学務部学習センター支援室長 学生支援係 廃棄
2016 学務部学習センター支援室 委員会 学生委員会 平成２８年度学生委員会関係 学務部学習センター支援室長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 学習センター支援室 学務部学習センター支援室長 学生支援係 廃棄
2017 学務部学習センター支援室 委員会 学生委員会 平成２９年度学生委員会関係 学務部学習センター支援室長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 学習センター支援室 学務部学習センター支援室長 学生支援係 廃棄
2018 学務部学習センター支援室 委員会 学生委員会 平成３０年度学生委員会関係 学務部学習センター支援室長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 学習センター支援室 学務部学習センター支援室長 学生支援係 廃棄
2019 学務部学習センター支援室 委員会 学生委員会 ２０１９年度学生委員会関係 学務部学習センター支援室長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 学習センター支援室 学務部学習センター支援室長 学生支援係 廃棄
2016 学務部学習センター支援室 委員会 教務委員会面接授業分科会 ２０１６年度面接授業分科会 学務部学習センター支援室長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 学習センター支援室 学務部学習センター支援室長 面接授業係 廃棄
2017 学務部学習センター支援室 委員会 教務委員会面接授業分科会 ２０１７年度面接授業分科会 学務部学習センター支援室長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 学習センター支援室 学務部学習センター支援室長 面接授業係 廃棄
2018 学務部学習センター支援室 委員会 教務委員会面接授業分科会 ２０１８年度面接授業分科会 学務部学習センター支援室長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 学習センター支援室 学務部学習センター支援室長 面接授業係 廃棄
2019 学務部学習センター支援室 委員会 教務委員会面接授業分科会 ２０１９年度面接授業分科会 学務部学習センター支援室長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 学習センター支援室 学務部学習センター支援室長 面接授業係 廃棄
2017 学務部学習センター支援室 学校医 学校医 学校医（平成２９年度） 学務部学習センター支援室長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 学習センター支援室 学務部学習センター支援室長 学生支援係 廃棄
2018 学務部学習センター支援室 学校医 学校医 学校医（平成３０年度） 学務部学習センター支援室長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 学習センター支援室 学務部学習センター支援室長 学生支援係 廃棄
2019 学務部学習センター支援室 学校医 学校医 学校医（2019年度） 学務部学習センター支援室長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 学習センター支援室 学務部学習センター支援室長 学生支援係 廃棄
2015 学務部学習センター支援室 学生関係 学生団体 学生団体（平成２７年度） 学務部学習センター支援室長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 学習センター支援室 学務部学習センター支援室長 学生支援係 廃棄
2016 学務部学習センター支援室 学生関係 学生団体 学生団体（平成２８年度） 学務部学習センター支援室長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 学習センター支援室 学務部学習センター支援室長 学生支援係 廃棄
2017 学務部学習センター支援室 学生関係 学生団体 学生団体（平成２９年度） 学務部学習センター支援室長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 学習センター支援室 学務部学習センター支援室長 学生支援係 廃棄
2018 学務部学習センター支援室 学生関係 学生団体 学生団体（平成３０年度） 学務部学習センター支援室長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 学習センター支援室 学務部学習センター支援室長 学生支援係 廃棄
2019 学務部学習センター支援室 学生関係 学生団体 学生団体（2019年度） 学務部学習センター支援室長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 学習センター支援室 学務部学習センター支援室長 学生支援係 廃棄
2015 学務部学習センター支援室 学生経費 学生助成金 学生助成金（平成27年度） 学務部学習センター支援室長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 学習センター支援室 学務部学習センター支援室長 学生支援係 廃棄
2016 学務部学習センター支援室 学生経費 学生助成金 学生助成金（平成28年度） 学務部学習センター支援室長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 学習センター支援室 学務部学習センター支援室長 学生支援係 廃棄
2017 学務部学習センター支援室 学生経費 学生助成金 学生助成金（平成29年度） 学務部学習センター支援室長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 学習センター支援室 学務部学習センター支援室長 学生支援係 廃棄
2018 学務部学習センター支援室 学生経費 学生助成金 学生助成金（平成30年度） 学務部学習センター支援室長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 学習センター支援室 学務部学習センター支援室長 学生支援係 廃棄
2019 学務部学習センター支援室 学生経費 学生助成金 学生助成金（2019年度） 学務部学習センター支援室長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 学習センター支援室 学務部学習センター支援室長 学生支援係 廃棄
2015 学務部学習センター支援室 教育訓練給付制度 教育訓練給付制度再指定・変更関係 教育訓練給付制度再指定・変更関係 学習センター支援室長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 学習センター支援室 学務部学習センター支援室長 学生支援係 廃棄
2016 学務部学習センター支援室 教育訓練給付制度 教育訓練給付制度再指定・変更関係 教育訓練給付制度再指定・変更関係 学務部学習センター支援室長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 学習センター支援室 学務部学習センター支援室長 学生支援係 廃棄
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措置結果
2017 学務部学習センター支援室 教育訓練給付制度 教育訓練給付制度再指定・変更関係 教育訓練給付制度再指定・変更関係 学務部学習センター支援室長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 学習センター支援室 学務部学習センター支援室長 学生支援係 廃棄
2018 学務部学習センター支援室 教育訓練給付制度 教育訓練給付制度再指定・変更関係 教育訓練給付制度再指定・変更関係 学務部学習センター支援室長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 学習センター支援室 学務部学習センター支援室長 学生支援係 廃棄
2019 学務部学習センター支援室 教育訓練給付制度 教育訓練給付制度再指定・変更関係 教育訓練給付制度再指定・変更関係 学務部学習センター支援室長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 学習センター支援室 学務部学習センター支援室長 学生支援係 廃棄
2015 学務部学習センター支援室 教育訓練給付制度 教育訓練給付制度修了関係 教育訓練給付制度修了関係（平成27年度） 学習センター支援室長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 学習センター支援室 学務部学習センター支援室長 学生支援係 廃棄
2016 学務部学習センター支援室 教育訓練給付制度 教育訓練給付制度修了関係 教育訓練給付制度修了関係（平成28年度） 学務部学習センター支援室長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 学習センター支援室 学務部学習センター支援室長 学生支援係 廃棄
2017 学務部学習センター支援室 教育訓練給付制度 教育訓練給付制度修了関係 教育訓練給付制度修了関係（平成29年度） 学務部学習センター支援室長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 学習センター支援室 学務部学習センター支援室長 学生支援係 廃棄
2018 学務部学習センター支援室 教育訓練給付制度 教育訓練給付制度修了関係 教育訓練給付制度修了関係（平成30年度） 学務部学習センター支援室長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 学習センター支援室 学務部学習センター支援室長 学生支援係 廃棄
2019 学務部学習センター支援室 教育訓練給付制度 教育訓練給付制度修了関係 教育訓練給付制度修了関係（2019年度） 学務部学習センター支援室長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 学習センター支援室 学務部学習センター支援室長 学生支援係 廃棄
2017 学務部学習センター支援室 傷害保険 傷害保険 傷害保険（平成２９年度） 学務部学習センター支援室長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 学習センター支援室 学務部学習センター支援室長 学生支援係 廃棄
2018 学務部学習センター支援室 傷害保険 傷害保険 傷害保険（平成３０年度） 学務部学習センター支援室長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 学習センター支援室 学務部学習センター支援室長 学生支援係 廃棄
2019 学務部学習センター支援室 傷害保険 傷害保険 傷害保険（2019年度） 学務部学習センター支援室長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 学習センター支援室 学務部学習センター支援室長 学生支援係 廃棄
2015 学務部学習センター支援室 奨学金 日本学生支援機構奨学金 日本学生支援機構奨学金（平成27年度） 学務部学習センター支援室長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 学習センター支援室 学務部学習センター支援室長 学生支援係 廃棄
2016 学務部学習センター支援室 奨学金 日本学生支援機構奨学金 日本学生支援機構奨学金（平成28年度） 学務部学習センター支援室長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 学習センター支援室 学務部学習センター支援室長 学生支援係 廃棄
2017 学務部学習センター支援室 奨学金 日本学生支援機構奨学金 日本学生支援機構奨学金（平成29年度） 学務部学習センター支援室長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 学習センター支援室 学務部学習センター支援室長 学生支援係 廃棄
2018 学務部学習センター支援室 奨学金 日本学生支援機構奨学金 日本学生支援機構奨学金（平成30年度） 学務部学習センター支援室長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 学習センター支援室 学務部学習センター支援室長 学生支援係 廃棄
2019 学務部学習センター支援室 奨学金 日本学生支援機構奨学金 日本学生支援機構奨学金（2019年度） 学務部学習センター支援室長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 学習センター支援室 学務部学習センター支援室長 学生支援係 廃棄
2015 学務部学習センター支援室 表彰 名誉学生 名誉学生（平成27年度） 学務部学習センター支援室長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 学習センター支援室 学務部学習センター支援室長 学生支援係 廃棄
2016 学務部学習センター支援室 表彰 名誉学生 名誉学生（平成28年度） 学務部学習センター支援室長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 学習センター支援室 学務部学習センター支援室長 学生支援係 廃棄
2017 学務部学習センター支援室 表彰 名誉学生 名誉学生（平成29年度） 学務部学習センター支援室長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 学習センター支援室 学務部学習センター支援室長 学生支援係 廃棄
2018 学務部学習センター支援室 表彰 名誉学生 名誉学生（平成30年度） 学務部学習センター支援室長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 学習センター支援室 学務部学習センター支援室長 学生支援係 廃棄
2019 学務部学習センター支援室 表彰 名誉学生 名誉学生（2019年度） 学務部学習センター支援室長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 学習センター支援室 学務部学習センター支援室長 学生支援係 廃棄
2016 学務部学習センター支援室 学費免除 入学料・授業料免除 入学料・授業料免除（平成２８年度熊本地震） 学務部学習センター支援室長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 学習センター支援室 学務部学習センター支援室長 学生支援係 廃棄
2018 学務部学習センター支援室 学費免除 入学料・授業料免除 入学料・授業料免除（平成３０年度７月豪雨） 学務部学習センター支援室長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 学習センター支援室 学務部学習センター支援室長 学生支援係 廃棄
2017 学務部学習センター支援室 メンタルヘルス メンタルヘルス メンタルヘルス（平成23年度～） 学務部学習センター支援室長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 学習センター支援室 学務部学習センター支援室長 学生支援係 廃棄
2004 学務部学習センター支援室 同窓会 放送大学同窓会関係 放送大学同窓会関係 教務部学習センター支援室長 2005/4/1 20年 2025/3/31 紙 学習センター支援室 学務部学習センター支援室長 学生支援係 廃棄
2015 学務部学習センター支援室 面接授業 面接授業成績評価簿 面接授業成績評価簿　平成２７年度 学務部学習センター支援室長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 学習センター支援室 学務部学習センター支援室長 面接授業係 廃棄
2016 学務部学習センター支援室 面接授業 面接授業成績評価簿 面接授業成績評価簿　平成２８年度 学務部学習センター支援室長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 学習センター支援室 学務部学習センター支援室長 面接授業係 廃棄
2017 学務部学習センター支援室 面接授業 面接授業成績評価簿 面接授業成績評価簿　平成２９年度 学務部学習センター支援室長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 学習センター支援室 学務部学習センター支援室長 面接授業係 廃棄
2018 学務部学習センター支援室 面接授業 面接授業成績評価簿 面接授業成績評価簿　平成３０年度 学務部学習センター支援室長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 学習センター支援室 学務部学習センター支援室長 面接授業係 廃棄
2019 学務部学習センター支援室 面接授業 面接授業成績評価簿 面接授業成績評価簿　２０１９年度 学務部学習センター支援室長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 学習センター支援室 学務部学習センター支援室長 面接授業係 廃棄
2010 学務部学習センター支援室 面接授業 面接授業担当講師履歴書・推薦書等 面接授業担当講師履歴書・推薦書等　平成２２年度 学務部学習センター支援室長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 学習センター支援室 学務部学習センター支援室長 面接授業係 廃棄
2011 学務部学習センター支援室 面接授業 面接授業担当講師履歴書・推薦書等 面接授業担当講師履歴書・推薦書等　平成２３年度 学務部学習センター支援室長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 学習センター支援室 学務部学習センター支援室長 面接授業係 廃棄
2012 学務部学習センター支援室 面接授業 面接授業担当講師履歴書・推薦書等 面接授業担当講師履歴書・推薦書等　平成２４年度 学務部学習センター支援室長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 学習センター支援室 学務部学習センター支援室長 面接授業係 廃棄
2013 学務部学習センター支援室 面接授業 面接授業担当講師履歴書・推薦書等 面接授業担当講師履歴書・推薦書等　平成２５年度 学務部学習センター支援室長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 学習センター支援室 学務部学習センター支援室長 面接授業係 廃棄
2014 学務部学習センター支援室 面接授業 面接授業担当講師履歴書・推薦書等 面接授業担当講師履歴書・推薦書等　平成２６年度 学務部学習センター支援室長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 学習センター支援室 学務部学習センター支援室長 面接授業係 廃棄
2015 学務部学習センター支援室 面接授業 面接授業担当講師履歴書・推薦書等 面接授業担当講師履歴書・推薦書等　平成２７年度 学務部学習センター支援室長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 学習センター支援室 学務部学習センター支援室長 面接授業係 廃棄
2016 学務部学習センター支援室 面接授業 面接授業担当講師履歴書・推薦書等 面接授業担当講師履歴書・推薦書等　平成２８年度 学務部学習センター支援室長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 学習センター支援室 学務部学習センター支援室長 面接授業係 廃棄
2017 学務部学習センター支援室 面接授業 面接授業担当講師履歴書・推薦書等 面接授業担当講師履歴書・推薦書等　平成２９年度 学務部学習センター支援室長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 学習センター支援室 学務部学習センター支援室長 面接授業係 廃棄
2018 学務部学習センター支援室 面接授業 面接授業担当講師履歴書・推薦書等 面接授業担当講師履歴書・推薦書等　平成３０年度 学務部学習センター支援室長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 学習センター支援室 学務部学習センター支援室長 面接授業係 廃棄
2019 学務部学習センター支援室 面接授業 面接授業担当講師履歴書・推薦書等 面接授業担当講師履歴書・推薦書等　２０１９年度 学務部学習センター支援室長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 学習センター支援室 学務部学習センター支援室長 面接授業係 廃棄
2015 学務部学習センター支援室 面接授業 面接授業成績評価変更 面接授業成績評価変更　平成２７年度 学務部学習センター支援室長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 学習センター支援室 学務部学習センター支援室長 面接授業係 廃棄
2016 学務部学習センター支援室 面接授業 面接授業成績評価変更 面接授業成績評価変更　平成２８年度 学務部学習センター支援室長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 学習センター支援室 学務部学習センター支援室長 面接授業係 廃棄
2017 学務部学習センター支援室 面接授業 面接授業成績評価変更 面接授業成績評価変更　平成２９年度 学務部学習センター支援室長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 学習センター支援室 学務部学習センター支援室長 面接授業係 廃棄
2018 学務部学習センター支援室 面接授業 面接授業成績評価変更 面接授業成績評価変更　平成３０年度 学務部学習センター支援室長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 学習センター支援室 学務部学習センター支援室長 面接授業係 廃棄
2019 学務部学習センター支援室 面接授業 面接授業成績評価変更 面接授業成績評価変更　２０１９年度 学務部学習センター支援室長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 学習センター支援室 学務部学習センター支援室長 面接授業係 廃棄
2017 学務部学習センター支援室 面接授業 面接授業に係る授業料返金 面接授業に係る授業料返金　平成２９年度 学務部学習センター支援室長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 学習センター支援室 学務部学習センター支援室長 面接授業係 廃棄
2018 学務部学習センター支援室 面接授業 面接授業に係る授業料返金 面接授業に係る授業料返金　平成３０年度 学務部学習センター支援室長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 学習センター支援室 学務部学習センター支援室長 面接授業係 廃棄
2019 学務部学習センター支援室 面接授業 面接授業に係る授業料返金 面接授業に係る授業料返金　２０１９年度 学務部学習センター支援室長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 学習センター支援室 学務部学習センター支援室長 面接授業係 廃棄
2010 学務部学習センター支援室 面接授業 旅行命令（依頼）伺等 平成２２年度　旅行命令伺 学務部学習センター支援室長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 学習センター支援室 学務部学習センター支援室長 面接授業係 廃棄
2011 学務部学習センター支援室 面接授業 旅行命令（依頼）伺等 平成２３年度　旅行命令伺 学務部学習センター支援室長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 学習センター支援室 学務部学習センター支援室長 面接授業係 廃棄
2012 学務部学習センター支援室 面接授業 旅行命令（依頼）伺等 平成２４年度　旅行命令伺 学務部学習センター支援室長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 学習センター支援室 学務部学習センター支援室長 面接授業係 廃棄
2013 学務部学習センター支援室 面接授業 旅行命令（依頼）伺等 平成２５年度　旅行命令伺 学務部学習センター支援室長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 学習センター支援室 学務部学習センター支援室長 面接授業係 廃棄
2014 学務部学習センター支援室 面接授業 旅行命令（依頼）伺等 平成２６年度　旅行命令伺 学務部学習センター支援室長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 学習センター支援室 学務部学習センター支援室長 面接授業係 廃棄
2015 学務部学習センター支援室 面接授業 旅行命令（依頼）伺等 平成２７年度　旅行命令伺 学務部学習センター支援室長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 学習センター支援室 学務部学習センター支援室長 面接授業係 廃棄
2016 学務部学習センター支援室 面接授業 旅行命令（依頼）伺等 ２０１６年度　旅行命令伺 学務部学習センター支援室長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 学習センター支援室 学務部学習センター支援室長 面接授業係 廃棄
2017 学務部学習センター支援室 面接授業 旅行命令（依頼）伺等 ２０１７年度　旅行命令伺 学務部学習センター支援室長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 学習センター支援室 学務部学習センター支援室長 面接授業係 廃棄
2018 学務部学習センター支援室 面接授業 旅行命令（依頼）伺等 ２０１８年度　旅行命令伺 学務部学習センター支援室長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 学習センター支援室 学務部学習センター支援室長 面接授業係 廃棄
2019 学務部学習センター支援室 面接授業 旅行命令（依頼）伺等 ２０１９年度　旅行命令伺 学務部学習センター支援室長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 学習センター支援室 学務部学習センター支援室長 面接授業係 廃棄
1985 情報部情報推進課 契約 プログラム開発契約関係綴 プログラム開発契約関係綴（昭和59年度～昭和61年度） 情報部情報推進課長 1986/4/1 無期限 紙 資料管理棟 情報部情報推進課長 情報基盤係 廃棄
1988 情報部情報推進課 契約 プログラム開発契約関係綴 プログラム開発契約関係綴（昭和62年度～平成4年度） 情報部情報推進課長 1989/4/1 無期限 紙 資料管理棟 情報部情報推進課長 情報基盤係 廃棄
1994 情報部情報推進課 契約 プログラム開発契約関係綴 プログラム開発契約関係綴（平成5年度～平成8年度） 情報部情報推進課長 1995/4/1 無期限 紙 資料管理棟 情報部情報推進課長 情報基盤係 廃棄
1998 情報部情報推進課 契約 プログラム開発契約関係綴 プログラム開発契約関係綴（平成9年度～平成11年度） 情報部情報推進課長 1999/4/1 無期限 紙 資料管理棟 情報部情報推進課長 情報基盤係 廃棄
2015 情報部情報推進課 会計 ＵＰＯ－ＮＥＴ利用申込書 ＵＰＯ－ＮＥＴ利用申込書（H27年度） 情報部情報推進課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 情報推進課 情報部情報推進課長 オンラインシステム管理係 廃棄
2011 情報部情報推進課 会計 ＵＰＯ-ＮＥＴ著作物利用許諾契約書 ＵＰＯ-ＮＥＴ著作物利用許諾契約書（Ｈ23年度） 情報部情報推進課長 2012/4/1 5年（失効後） 紙 情報推進課 情報部情報推進課長 オンラインシステム管理係 廃棄
2016 情報部情報推進課 会計 自己学習サイト著作物利用許諾契約書 自己学習サイト著作物利用許諾契約書 情報部情報推進課長 2017/4/1 5年（失効後） 紙 情報推進課 情報部情報推進課長 オンラインシステム管理係 廃棄
2011 情報部情報推進課 システム 事務連絡用システム及び文書管理システム利用申請書・終了申請書 事務連絡用システム及び文書管理システム利用申請書・終了申請書 情報部情報推進課長 2012/4/1 5年（システム廃止後） 紙 情報推進課 情報部情報推進課長 情報基盤係 廃棄
2011 情報部情報推進課 システム 事務連絡用システム端末機ソフトウェアインストール申請書 事務連絡用システム端末機ソフトウェアインストール申請書 情報部情報推進課長 2012/4/1 5年（システム廃止後） 紙 情報推進課 情報部情報推進課長 情報基盤係 廃棄
2011 情報部情報推進課 システム ネットワーク（ファイアーウォール等）設定（新規・変更・廃止）申請書 ネットワーク（ファイアーウォール等）設定（新規・変更・廃止）申請書 情報部情報推進課長 2012/4/1 5年（システム廃止後） 紙 情報推進課 情報部情報推進課長 情報基盤係 廃棄
2001 情報部情報推進課 システム ＪＰドメイン ＪＰドメイン 情報部情報推進課長 2002/4/1 5年（システム廃止後） 紙 情報推進課 情報部情報推進課長 情報基盤係 廃棄
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措置結果
2010 情報部情報推進課 システム システムWAKABAの学外利用制限カスタマイズ システムWAKABAの学外利用制限カスタマイズ 情報部情報推進課長 2011/4/1 5年（システム廃止後） 2023/3/31 紙 情報推進課 情報部情報推進課長 業務ｼｽﾃﾑ係 廃棄
2010 情報部情報推進課 システム システムWAKABAの通信指導受理表示対応に伴う設定並びに調整 システムWAKABAの通信指導受理表示対応に伴う設定並びに調整 情報部情報推進課長 2011/4/1 5年（システム廃止後） 2023/3/31 紙 情報推進課 情報部情報推進課長 業務ｼｽﾃﾑ係 廃棄
2009 情報部情報推進課 システム システムWAKABAの追加・改修作業 システムWAKABAの追加・改修作業（平成２２年度） 情報部情報推進課長 2010/4/1 5年（システム廃止後） 2023/3/31 紙 情報推進課 情報部情報推進課長 業務ｼｽﾃﾑ係 廃棄
2009 情報部情報推進課 システム システムWAKABA機能仕様書 システムWAKABA機能仕様書１（平成２２年度） 情報部情報推進課長 2010/4/1 5年（システム廃止後） 2023/3/31 紙 情報推進課 情報部情報推進課長 業務ｼｽﾃﾑ係 廃棄
2009 情報部情報推進課 システム システムWAKABA機能仕様書 システムWAKABA機能仕様書２（平成２２年度） 情報部情報推進課長 2010/4/1 5年（システム廃止後） 2023/3/31 紙 情報推進課 情報部情報推進課長 業務ｼｽﾃﾑ係 廃棄
2009 情報部情報推進課 システム システムWAKABA機能仕様書 システムWAKABA機能仕様書３（平成２２年度） 情報部情報推進課長 2010/4/1 5年（システム廃止後） 2023/3/31 紙 情報推進課 情報部情報推進課長 業務ｼｽﾃﾑ係 廃棄
2009 情報部情報推進課 システム システムWAKABA機能仕様書 システムWAKABA機能仕様書４（平成２２年度） 情報部情報推進課長 2010/4/1 5年（システム廃止後） 2023/3/31 紙 情報推進課 情報部情報推進課長 業務ｼｽﾃﾑ係 廃棄
2009 情報部情報推進課 システム システムWAKABA機能仕様書 システムWAKABA機能仕様書５（平成２２年度） 情報部情報推進課長 2010/4/1 5年（システム廃止後） 2023/3/31 紙 情報推進課 情報部情報推進課長 業務ｼｽﾃﾑ係 廃棄
2010 情報部情報推進課 システム 汎用データ抽出用マスタ設定値一覧 汎用データ抽出用マスタ設定値一覧（平成２２年度） 情報部情報推進課長 2011/4/1 5年（システム廃止後） 2023/3/31 紙 情報推進課 情報部情報推進課長 業務ｼｽﾃﾑ係 廃棄
2009 情報部情報推進課 システム 人事運用マニュアル 人事運用マニュアル 情報部情報推進課長 2010/4/1 5年（システム廃止後） 2022/3/31 紙 情報推進課 情報部情報推進課長 業務ｼｽﾃﾑ係 廃棄
2009 情報部情報推進課 システム 給与運用マニュアル 給与運用マニュアル 情報部情報推進課長 2010/4/1 5年（システム廃止後） 2022/3/31 紙 情報推進課 情報部情報推進課長 業務ｼｽﾃﾑ係 廃棄
2009 情報部情報推進課 システム 人事給与システム　概要設計書 人事給与システム　概要設計書 情報部情報推進課長 2010/4/1 5年（システム廃止後） 2022/3/31 紙 情報推進課 情報部情報推進課長 業務ｼｽﾃﾑ係 廃棄
2009 情報部情報推進課 システム 人事給与システム　操作手引書 人事給与システム　操作手引書 情報部情報推進課長 2010/4/1 5年（システム廃止後） 2022/3/31 紙 情報推進課 情報部情報推進課長 業務ｼｽﾃﾑ係 廃棄
2009 情報部情報推進課 システム 人事給与システム　操作手引書（システム管理者） 人事給与システム　操作手引書（システム管理者） 情報部情報推進課長 2010/4/1 5年（システム廃止後） 2022/3/31 紙 情報推進課 情報部情報推進課長 業務ｼｽﾃﾑ係 廃棄
2009 情報部情報推進課 システム 人事給与システム　標準マニュアル２４日支給 人事給与システム　標準マニュアル２５日支給 情報部情報推進課長 2010/4/1 5年（システム廃止後） 2022/3/31 紙 情報推進課 情報部情報推進課長 業務ｼｽﾃﾑ係 廃棄
2016 情報部情報推進課 システム 人事給与システム　納品物 放送大学学園様　人事給与システム納品物　平成28年7月カシオヒューマンシステムズ（株） 情報部情報推進課長 2017/4/1 5年（システム廃止後） 紙 情報推進課 情報部情報推進課長 業務ｼｽﾃﾑ係 廃棄
2016 情報部情報推進課 システム 人事給与システム　納品物 人事給与システムハードウェアマニュアル一式① 情報部情報推進課長 2017/4/1 5年（システム廃止後） 紙 情報推進課 情報部情報推進課長 業務ｼｽﾃﾑ係 廃棄
2016 情報部情報推進課 システム 人事給与システム　納品物 人事給与システムハードウェアマニュアル一式② 情報部情報推進課長 2017/4/1 5年（システム廃止後） 紙 情報推進課 情報部情報推進課長 業務ｼｽﾃﾑ係 廃棄
2016 情報部情報推進課 システム 人事給与システム　納品物 人事給与システムハードウェアマニュアル一式③ 情報部情報推進課長 2017/4/1 5年（システム廃止後） 紙 情報推進課 情報部情報推進課長 業務ｼｽﾃﾑ係 廃棄
2018 情報部情報推進課 システム 財務会計システム　納品物 GrowOne 財務会計 V2 ハードウェア更新作業納品物一式（１）　平成30年5月28日株式会社ニッセイコム 情報部情報推進課長 2019/4/1 5年（システム廃止後） 紙 情報推進課 情報部情報推進課長 業務ｼｽﾃﾑ係 廃棄
2018 情報部情報推進課 システム 財務会計システム　納品物 GrowOne 財務会計 V2 ハードウェア更新作業納品物一式（２）　平成30年5月28日株式会社ニッセイコム 情報部情報推進課長 2019/4/1 5年（システム廃止後） 紙 情報推進課 情報部情報推進課長 業務ｼｽﾃﾑ係 廃棄
2018 情報部情報推進課 システム 財務会計システム　納品物 GrowOne 財務会計 V2 ハードウェア更新作業納品物一式（３）　平成30年5月28日株式会社ニッセイコム 情報部情報推進課長 2019/4/1 5年（システム廃止後） 紙 情報推進課 情報部情報推進課長 業務ｼｽﾃﾑ係 廃棄
2015 情報部情報推進課 システム 次期教務情報システムアプリケーション開発に関する調達一式　技術審査 次期教務情報システムアプリケーション開発に関する調達一式　技術審査1/2 情報部情報推進課長 2016/4/1 5年（システム廃止後） 紙 情報推進課 情報部情報推進課長 業務ｼｽﾃﾑ係 廃棄
2015 情報部情報推進課 システム 次期教務情報システムアプリケーション開発に関する調達一式　技術審査 次期教務情報システムアプリケーション開発に関する調達一式　技術審査2/2 情報部情報推進課長 2016/4/1 5年（システム廃止後） 紙 情報推進課 情報部情報推進課長 業務ｼｽﾃﾑ係 廃棄
2013 情報部情報推進課 システム 次期教務情報システム移行・運用推進委員会 平成25年度次期教務情報システム移行・運用推進委員会 情報部情報推進課長 2014/4/1 5年（システム廃止後） 紙 情報推進課 情報部情報推進課長 業務ｼｽﾃﾑ係 廃棄
2013 情報部情報推進課 システム 次期教務情報システムコンサル業務依頼 平成25年度次期教務情報システムコンサル業務依頼 情報部情報推進課長 2014/4/1 5年（システム廃止後） 紙 情報推進課 情報部情報推進課長 業務ｼｽﾃﾑ係 廃棄
2014 情報部情報推進課 システム 次期教務情報システムの要件定義作成支援 平成26年度次期教務情報システムの要件定義作成支援 情報部情報推進課長 2015/4/1 5年（システム廃止後） 紙 情報推進課 情報部情報推進課長 業務ｼｽﾃﾑ係 廃棄
2012 情報部情報推進課 システム 次期教務情報システム基本方針作成支援業務 次期教務情報システム基本方針作成支援業務 情報部情報推進課長 2013/4/1 5年（システム廃止後） 紙 情報推進課 情報部情報推進課長 業務ｼｽﾃﾑ係 廃棄
2016 情報部情報推進課 システム アプリケーション開発監理支援 平成28年度アプリケーション開発監理支援 情報部情報推進課長 2017/4/1 5年（システム廃止後） 紙 情報推進課 情報部情報推進課長 業務ｼｽﾃﾑ係 廃棄
2015 情報部情報推進課 システム 次期教務情報システム概算要求 平成27年度次期教務情報システム概算要求 情報部情報推進課長 2016/4/1 5年（システム廃止後） 紙 情報推進課 情報部情報推進課長 業務ｼｽﾃﾑ係 廃棄
2016 情報部情報推進課 システム 次期教務情報システム概算要求 平成28年度次期教務情報システム概算要求 情報部情報推進課長 2017/4/1 5年（システム廃止後） 紙 情報推進課 情報部情報推進課長 業務ｼｽﾃﾑ係 廃棄
2018 情報部情報推進課 システム 教務情報システム 納品物 教務情報システムNTTデータ納品物等 情報部情報推進課長 2020/4/1 5年（システム廃止後） 電子情報（CD、USBメモリ等） 情報推進課 情報部情報推進課長 業務ｼｽﾃﾑ係 廃棄
2018 情報部情報推進課 庶務 インターネット配信公開講座関連 キャリアアップ支援認証制度プログラミング教育プラン関係（2018年度） 情報部情報推進課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 情報推進課 情報部情報推進課長 インターネット配信公開講座係 廃棄
2019 情報部情報推進課 庶務 インターネット配信公開講座関連 キャリアアップ支援認証制度プログラミング教育プラン関係（2019年度） 情報部情報推進課長 2020/4/1 6年 2025/3/31 紙 情報推進課 情報部情報推進課長 インターネット配信公開講座係 廃棄
2009 情報部情報推進課 規程 ＣＯＣＥＴ３２９９　利用料金徴収の規則整備 ＣＯＣＥＴ３３００　利用料金徴収の規則整備 情報部情報推進課長 2010/4/1 30年 2040/3/31 紙 情報推進課 情報部情報推進課長 オンラインシステム管理係 廃棄
2009 情報部情報推進課 規程 ＵＰＯ－ＮＥＴ教材の利用に関する規則整備 ＵＰＯ－ＮＥＴ教材の利用に関する規則整備 情報部情報推進課長 2010/4/1 30年 2040/3/31 紙 情報推進課 情報部情報推進課長 オンラインシステム管理係 廃棄
2007 情報部情報推進課 委員会 放送大学学園情報化推進委員会設置関係 放送大学学園情報化推進委員会設置関係 情報部情報推進課長 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 情報推進課 情報部情報推進課長 情報基盤係 廃棄
2010 情報部情報推進課 委員会 放送大学学園情報基盤実施本部・情報基盤委員会設置関係 放送大学学園情報基盤実施本部・情報基盤委員会設置関係 情報部情報推進課長 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙 情報推進課 情報部情報推進課長 情報基盤係 廃棄
2015 情報部情報推進課 委員会 放送大学学園情報化推進本部会議 情報化推進本部会議（平成27年度） 情報部情報推進課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 情報推進課 情報部情報推進課長 総務係 廃棄
2016 情報部情報推進課 委員会 放送大学学園情報化推進本部会議 情報化推進本部会議（平成28年度） 情報部情報推進課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 情報推進課 情報部情報推進課長 総務係 廃棄
2017 情報部情報推進課 委員会 放送大学学園情報化推進本部会議 情報化推進本部会議（平成29年度） 情報部情報推進課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 情報推進課 情報部情報推進課長 総務係 廃棄
2018 情報部情報推進課 委員会 放送大学学園情報戦略本部会議 情報戦略本部会議（平成30年度） 情報部情報推進課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 情報推進課 情報部情報推進課長 総務係 廃棄
2019 情報部情報推進課 委員会 放送大学学園情報戦略本部会議 情報戦略本部会議（平成31年度） 情報部情報推進課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 情報推進課 情報部情報推進課長 総務係 廃棄
2017 情報部情報推進課 職員 超過勤務命令簿等 超過勤務命令簿等（平成29年度） 情報部情報推進課長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 情報推進課 情報部情報推進課長 総務係 廃棄
2018 情報部情報推進課 職員 超過勤務命令簿等 超過勤務命令簿等（平成30年度） 情報部情報推進課長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 情報推進課 情報部情報推進課長 総務係 廃棄
2019 情報部情報推進課 職員 超過勤務命令簿等 超過勤務命令簿等（平成31年度） 情報部情報推進課長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 情報推進課 情報部情報推進課長 総務係 廃棄
2017 情報部情報推進課 職員 週休日・勤務時間割振り表 週休日・勤務時間割振り表（平成29年度） 情報部情報推進課長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 情報推進課 情報部情報推進課長 総務係 廃棄
2018 情報部情報推進課 職員 週休日・勤務時間割振り表 週休日・勤務時間割振り表（平成30年度） 情報部情報推進課長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 情報推進課 情報部情報推進課長 総務係 廃棄
2017 情報部情報推進課 職員 休暇簿 休暇簿（平成29年度） 情報部情報推進課長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 情報推進課 情報部情報推進課長 総務係 廃棄
2018 情報部情報推進課 職員 休暇簿 休暇簿（平成30年度） 情報部情報推進課長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 情報推進課 情報部情報推進課長 総務係 廃棄
2019 情報部情報推進課 職員 休暇簿 休暇簿（平成31年度） 情報部情報推進課長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 情報推進課 情報部情報推進課長 総務係 廃棄
2017 情報部情報推進課 職員 出勤簿 出勤簿（平成29年度） 情報部情報推進課長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 情報推進課 情報部情報推進課長 総務係 廃棄
2018 情報部情報推進課 職員 出勤簿 出勤簿（平成30年度） 情報部情報推進課長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 情報推進課 情報部情報推進課長 総務係 廃棄
2019 情報部情報推進課 職員 出勤簿 出勤簿（平成31年度） 情報部情報推進課長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 情報推進課 情報部情報推進課長 総務係 廃棄
2010 情報部情報推進課 庶務 外勤交通費 平成22年度　外勤交通費 情報部情報推進課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 情報推進課 情報部情報推進課長 総務係 廃棄
2011 情報部情報推進課 庶務 外勤交通費 平成23年度　外勤交通費 情報部情報推進課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 情報推進課 情報部情報推進課長 総務係 廃棄
2012 情報部情報推進課 庶務 外勤交通費 平成24年度　外勤交通費 情報部情報推進課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 情報推進課 情報部情報推進課長 総務係 廃棄
2013 情報部情報推進課 庶務 外勤交通費 平成25年度　外勤交通費 情報部情報推進課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 情報推進課 情報部情報推進課長 総務係 廃棄
2014 情報部情報推進課 庶務 外勤交通費 平成26年度　外勤交通費 情報部情報推進課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 情報推進課 情報部情報推進課長 総務係 廃棄
2015 情報部情報推進課 庶務 外勤交通費 平成27年度　外勤交通費 情報部情報推進課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 情報推進課 情報部情報推進課長 総務係 廃棄
2016 情報部情報推進課 庶務 外勤交通費 平成28年度　外勤交通費 情報部情報推進課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 情報推進課 情報部情報推進課長 総務係 廃棄
2017 情報部情報推進課 庶務 外勤交通費 平成29年度　外勤交通費 情報部情報推進課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 情報推進課 情報部情報推進課長 総務係 廃棄
2018 情報部情報推進課 庶務 外勤交通費 平成30年度　外勤交通費 情報部情報推進課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 情報推進課 情報部情報推進課長 総務係 廃棄
2019 情報部情報推進課 庶務 外勤交通費 平成31年度　外勤交通費 情報部情報推進課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 情報推進課 情報部情報推進課長 総務係 廃棄
2010 情報部情報推進課 庶務 旅費 平成22年度　旅費 情報部情報推進課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 情報推進課 情報部情報推進課長 総務係 廃棄
2011 情報部情報推進課 庶務 旅費 平成23年度　旅費 情報部情報推進課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 情報推進課 情報部情報推進課長 総務係 廃棄
2012 情報部情報推進課 庶務 旅費 平成24年度　旅費 情報部情報推進課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 情報推進課 情報部情報推進課長 総務係 廃棄
2013 情報部情報推進課 庶務 旅費 平成25年度　旅費 情報部情報推進課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 情報推進課 情報部情報推進課長 総務係 廃棄
2014 情報部情報推進課 庶務 旅費 平成26年度　旅費 情報部情報推進課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 情報推進課 情報部情報推進課長 総務係 廃棄
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措置結果
2015 情報部情報推進課 庶務 旅費 平成27年度　旅費 情報部情報推進課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 情報推進課 情報部情報推進課長 総務係 廃棄
2016 情報部情報推進課 庶務 旅費 平成28年度　旅費 情報部情報推進課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 情報推進課 情報部情報推進課長 総務係 廃棄
2017 情報部情報推進課 庶務 旅費 平成29年度　旅費 情報部情報推進課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 情報推進課 情報部情報推進課長 総務係 廃棄
2018 情報部情報推進課 庶務 旅費 平成30年度　旅費 情報部情報推進課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 情報推進課 情報部情報推進課長 総務係 廃棄
2019 情報部情報推進課 庶務 旅費 平成31年度　旅費 情報部情報推進課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 情報推進課 情報部情報推進課長 総務係 廃棄
2010 情報部図書情報課 庶務 旅行命令伺・外勤交通費請求書 旅行命令伺・外勤交通費請求書（平成22年度） 情報部図書情報課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 図書情報課 情報部図書情報課長 管理係 廃棄
2011 情報部図書情報課 庶務 旅行命令伺・外勤交通費請求書 旅行命令伺・外勤交通費請求書（平成23年度） 情報部図書情報課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 図書情報課 情報部図書情報課長 管理係 廃棄
2012 情報部図書情報課 庶務 旅行命令伺・外勤交通費請求書 旅行命令伺・外勤交通費請求書（平成24年度） 情報部図書情報課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 図書情報課 情報部図書情報課長 管理係 廃棄
2013 情報部図書情報課 庶務 旅行命令伺・外勤交通費請求書 旅行命令伺・外勤交通費請求書（平成25年度） 情報部図書情報課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 図書情報課 情報部図書情報課長 管理係 廃棄
2014 情報部図書情報課 庶務 旅行命令伺・外勤交通費請求書 旅行命令伺・外勤交通費請求書（平成26年度） 情報部図書情報課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 図書情報課 情報部図書情報課長 管理係 廃棄
2015 情報部図書情報課 庶務 旅行命令伺・外勤交通費請求書 旅行命令伺・外勤交通費請求書（平成27年度） 情報部図書情報課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 図書情報課 情報部図書情報課長 管理係 廃棄
2016 情報部図書情報課 庶務 旅行命令伺・外勤交通費請求書 旅行命令伺・外勤交通費請求書（平成28年度） 情報部図書情報課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 図書情報課 情報部図書情報課長 管理係 廃棄
2017 情報部図書情報課 庶務 旅行命令伺・外勤交通費請求書 旅行命令伺・外勤交通費請求書（平成29年度） 情報部図書情報課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 図書情報課 情報部図書情報課長 管理係 廃棄
2018 情報部図書情報課 庶務 旅行命令伺・外勤交通費請求書 旅行命令伺・外勤交通費請求書（平成30年度） 情報部図書情報課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 図書情報課 情報部図書情報課長 管理係 廃棄
2019 情報部図書情報課 庶務 旅行命令伺・外勤交通費請求書 旅行命令伺・外勤交通費請求書（平成31年度） 情報部図書情報課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 図書情報課 情報部図書情報課長 管理係 廃棄
2017 情報部図書情報課 職員 勤務時間報告書 勤務時間報告書（平成29年度） 情報部図書情報課長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 図書情報課 情報部図書情報課長 管理係 廃棄
2018 情報部図書情報課 職員 勤務時間報告書 勤務時間報告書（平成30年度） 情報部図書情報課長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 図書情報課 情報部図書情報課長 管理係 廃棄
2019 情報部図書情報課 職員 勤務時間報告書 勤務時間報告書（平成31年度） 情報部図書情報課長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 図書情報課 情報部図書情報課長 管理係 廃棄
2017 情報部図書情報課 職員 週休日の割振・振替関係 週休日・勤務時間時間振替表（平成29年度） 情報部図書情報課長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 図書情報課 情報部図書情報課長 管理係 廃棄
2018 情報部図書情報課 職員 週休日の割振・振替関係 週休日・勤務時間時間振替表（平成30年度） 情報部図書情報課長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 図書情報課 情報部図書情報課長 管理係 廃棄
2019 情報部図書情報課 職員 週休日の割振・振替関係 週休日・勤務時間時間振替表（平成31年度） 情報部図書情報課長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 図書情報課 情報部図書情報課長 管理係 廃棄
2017 情報部図書情報課 職員 休暇簿 休暇簿（平成29年度） 情報部図書情報課長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 図書情報課 情報部図書情報課長 管理係 廃棄
2018 情報部図書情報課 職員 休暇簿 休暇簿（平成30年度） 情報部図書情報課長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 図書情報課 情報部図書情報課長 管理係 廃棄
2019 情報部図書情報課 職員 休暇簿 休暇簿（平成31年度） 情報部図書情報課長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 図書情報課 情報部図書情報課長 管理係 廃棄
2017 情報部図書情報課 職員 出勤簿 出勤簿（平成29年度） 情報部図書情報課長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 図書情報課 情報部図書情報課長 管理係 廃棄
2018 情報部図書情報課 職員 出勤簿 出勤簿（平成30年度） 情報部図書情報課長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 図書情報課 情報部図書情報課長 管理係 廃棄
2019 情報部図書情報課 職員 出勤簿 出勤簿（平成31年度） 情報部図書情報課長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 図書情報課 情報部図書情報課長 管理係 廃棄
2015 情報部図書情報課 会計 一般管理費（管理係） 一般管理費（管理係）（平成27年度） 情報部図書情報課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 図書情報課 情報部図書情報課長 管理係 廃棄
2016 情報部図書情報課 会計 一般管理費（管理係） 一般管理費（管理係）（平成28年度） 情報部図書情報課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 図書情報課 情報部図書情報課長 管理係 廃棄
2017 情報部図書情報課 会計 一般管理費（管理係） 一般管理費（管理係）（平成29年度） 情報部図書情報課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 図書情報課 情報部図書情報課長 管理係 廃棄
2018 情報部図書情報課 会計 一般管理費（管理係） 一般管理費（管理係）（平成30年度） 情報部図書情報課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 図書情報課 情報部図書情報課長 管理係 廃棄
2019 情報部図書情報課 会計 一般管理費（管理係） 一般管理費（管理係）（平成31年度） 情報部図書情報課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 図書情報課 情報部図書情報課長 管理係 廃棄
2017 情報部図書情報課 会計 管理業務・整理業務・確認書 管理業務・整理業務・確認書（平成29年度） 情報部図書情報課長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 図書情報課 情報部図書情報課長 管理係 廃棄
2018 情報部図書情報課 会計 管理業務・整理業務・確認書 管理業務・整理業務・確認書（平成30年度） 情報部図書情報課長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 図書情報課 情報部図書情報課長 管理係 廃棄
2019 情報部図書情報課 会計 管理業務・整理業務・確認書 管理業務・整理業務・確認書（平成31年度） 情報部図書情報課長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 図書情報課 情報部図書情報課長 管理係 廃棄
2010 情報部図書情報課 会計 教育研究費（管理係） 教育研究費（管理係）（平成22年度） 情報部図書情報課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 図書情報課 情報部図書情報課長 管理係 廃棄
2011 情報部図書情報課 会計 教育研究費（管理係） 教育研究費（管理係）（平成23年度） 情報部図書情報課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 図書情報課 情報部図書情報課長 管理係 廃棄
2012 情報部図書情報課 会計 教育研究費（管理係） 教育研究費（管理係）（平成24年度） 情報部図書情報課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 図書情報課 情報部図書情報課長 管理係 廃棄
2013 情報部図書情報課 会計 教育研究費（管理係） 教育研究費（管理係）（平成25年度） 情報部図書情報課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 図書情報課 情報部図書情報課長 管理係 廃棄
2014 情報部図書情報課 会計 教育研究費（管理係） 教育研究費（管理係）（平成26年度） 情報部図書情報課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 図書情報課 情報部図書情報課長 管理係 廃棄
2015 情報部図書情報課 会計 教育研究費（管理係） 教育研究費（管理係）（平成27年度） 情報部図書情報課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 図書情報課 情報部図書情報課長 管理係 廃棄
2016 情報部図書情報課 会計 教育研究費（管理係） 教育研究費（管理係）（平成28年度） 情報部図書情報課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 図書情報課 情報部図書情報課長 管理係 廃棄
2017 情報部図書情報課 会計 教育研究費（管理係） 教育研究費（管理係）（平成29年度） 情報部図書情報課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 図書情報課 情報部図書情報課長 管理係 廃棄
2018 情報部図書情報課 会計 教育研究費（管理係） 教育研究費（管理係）（平成30年度） 情報部図書情報課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 図書情報課 情報部図書情報課長 管理係 廃棄
2019 情報部図書情報課 会計 教育研究費（管理係） 教育研究費（管理係）（平成31年度） 情報部図書情報課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 図書情報課 情報部図書情報課長 管理係 廃棄
2010 情報部図書情報課 会計 教育研究費・雑誌 教育研究費（情報管理係）・学術雑誌・雑誌（平成22年度） 情報部図書情報課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 図書情報課 情報部図書情報課長 管理係 廃棄
2011 情報部図書情報課 会計 教育研究費・雑誌 教育研究費（情報管理係）・学術雑誌・雑誌（平成23年度） 情報部図書情報課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 図書情報課 情報部図書情報課長 管理係 廃棄
2012 情報部図書情報課 会計 教育研究費・雑誌 教育研究費（情報管理係）・学術雑誌・雑誌（平成24年度） 情報部図書情報課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 図書情報課 情報部図書情報課長 管理係 廃棄
2013 情報部図書情報課 会計 教育研究費・雑誌 教育研究費（情報管理係）・学術雑誌・雑誌（平成25年度） 情報部図書情報課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 図書情報課 情報部図書情報課長 管理係 廃棄
2014 情報部図書情報課 会計 教育研究費・雑誌 教育研究費（情報管理係）・学術雑誌・雑誌（平成26年度） 情報部図書情報課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 図書情報課 情報部図書情報課長 管理係 廃棄
2015 情報部図書情報課 会計 教育研究費・雑誌 教育研究費（情報管理係）・学術雑誌・雑誌（平成27年度） 情報部図書情報課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 図書情報課 情報部図書情報課長 管理係 廃棄
2016 情報部図書情報課 会計 教育研究費・雑誌 教育研究費（情報管理係）・学術雑誌・雑誌（平成28年度） 情報部図書情報課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 図書情報課 情報部図書情報課長 管理係 廃棄
2017 情報部図書情報課 会計 教育研究費・雑誌 教育研究費（情報管理係）・学術雑誌・雑誌（平成29年度） 情報部図書情報課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 図書情報課 情報部図書情報課長 管理係 廃棄
2018 情報部図書情報課 会計 教育研究費・雑誌 教育研究費（情報管理係）・学術雑誌・雑誌（平成30年度） 情報部図書情報課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 図書情報課 情報部図書情報課長 管理係 廃棄
2019 情報部図書情報課 会計 教育研究費・雑誌 教育研究費（情報管理係）・学術雑誌・雑誌（平成31年度） 情報部図書情報課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 図書情報課 情報部図書情報課長 管理係 廃棄
2010 情報部図書情報課 会計 教育研究費・雑誌 教員研究費雑誌（平成22年度） 情報部図書情報課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 図書情報課 情報部図書情報課長 管理係 廃棄
2011 情報部図書情報課 会計 教育研究費・雑誌 教員研究費雑誌（平成23年度） 情報部図書情報課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 図書情報課 情報部図書情報課長 管理係 廃棄
2015 情報部図書情報課 会計 教育研究費（情報管理係）・図書 教育研究費（情報管理係）・図書（平成27年度） 情報部図書情報課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 図書情報課 情報部図書情報課長 管理係 廃棄
2016 情報部図書情報課 会計 教育研究費（情報管理係）・図書 教育研究費（情報管理係）・図書（平成28年度） 情報部図書情報課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 図書情報課 情報部図書情報課長 管理係 廃棄
2017 情報部図書情報課 会計 教育研究費（情報管理係）・図書 教育研究費（情報管理係）・図書（平成29年度） 情報部図書情報課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 図書情報課 情報部図書情報課長 管理係 廃棄
2018 情報部図書情報課 会計 教育研究費（情報管理係）・図書 教育研究費（情報管理係）・図書（平成30年度） 情報部図書情報課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 図書情報課 情報部図書情報課長 管理係 廃棄
2019 情報部図書情報課 会計 教育研究費（情報管理係）・図書 教育研究費（情報管理係）・図書（平成31年度） 情報部図書情報課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 図書情報課 情報部図書情報課長 管理係 廃棄
2015 情報部図書情報課 会計 教育研究費（情報サービス係） 教育研究費（情報サービス係）（平成27年度） 情報部図書情報課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 図書情報課 情報部図書情報課長 管理係 廃棄
2016 情報部図書情報課 会計 教育研究費（情報サービス係） 教育研究費（情報サービス係）（平成28年度） 情報部図書情報課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 図書情報課 情報部図書情報課長 管理係 廃棄
2017 情報部図書情報課 会計 教育研究費（情報サービス係） 教育研究費（情報サービス係）（平成29年度） 情報部図書情報課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 図書情報課 情報部図書情報課長 管理係 廃棄
2018 情報部図書情報課 会計 教育研究費（情報サービス係） 教育研究費（情報サービス係）（平成30年度） 情報部図書情報課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 図書情報課 情報部図書情報課長 管理係 廃棄
2019 情報部図書情報課 会計 教育研究費（情報サービス係） 教育研究費（情報サービス係）（平成31年度） 情報部図書情報課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 図書情報課 情報部図書情報課長 管理係 廃棄
2010 情報部図書情報課 会計 教育研究費・図書 教員研究費図書（平成22年度） 情報部図書情報課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 図書情報課 情報部図書情報課長 管理係 廃棄
2011 情報部図書情報課 会計 教員研究費　図書・雑誌 教員研究費　図書・雑誌（平成23年度） 情報部図書情報課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 図書情報課 情報部図書情報課長 管理係 廃棄
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措置結果
2012 情報部図書情報課 会計 教員研究費　図書・雑誌 教員研究費　図書・雑誌（平成24年度） 情報部図書情報課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 図書情報課 情報部図書情報課長 管理係 廃棄
2013 情報部図書情報課 会計 教員研究費　図書・雑誌 教員研究費　図書・雑誌（平成25年度） 情報部図書情報課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 図書情報課 情報部図書情報課長 管理係 廃棄
2014 情報部図書情報課 会計 教員研究費　図書・雑誌 教員研究費　図書・雑誌（平成26年度） 情報部図書情報課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 図書情報課 情報部図書情報課長 管理係 廃棄
2015 情報部図書情報課 会計 教員研究費　図書・雑誌 教員研究費　図書・雑誌（平成27年度） 情報部図書情報課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 図書情報課 情報部図書情報課長 管理係 廃棄
2016 情報部図書情報課 会計 教員研究費　図書・雑誌 教員研究費　図書・雑誌（平成28年度） 情報部図書情報課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 図書情報課 情報部図書情報課長 管理係 廃棄
2017 情報部図書情報課 会計 教員研究費　図書・雑誌 教員研究費　図書・雑誌（平成29年度） 情報部図書情報課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 図書情報課 情報部図書情報課長 管理係 廃棄
2018 情報部図書情報課 会計 教員研究費　図書・雑誌 教員研究費　図書・雑誌（平成30年度） 情報部図書情報課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 図書情報課 情報部図書情報課長 管理係 廃棄
2019 情報部図書情報課 会計 教員研究費　図書・雑誌 教員研究費　図書・雑誌（平成31年度） 情報部図書情報課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 図書情報課 情報部図書情報課長 管理係 廃棄
2015 情報部図書情報課 会計 契約実施伺 契約実施伺（平成27年度） 情報部図書情報課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 図書情報課 情報部図書情報課長 管理係 廃棄
2016 情報部図書情報課 会計 契約実施伺 契約実施伺（平成28年度） 情報部図書情報課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 図書情報課 情報部図書情報課長 管理係 廃棄
2017 情報部図書情報課 会計 契約実施伺 契約実施伺（平成29年度） 情報部図書情報課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 図書情報課 情報部図書情報課長 管理係 廃棄
2018 情報部図書情報課 会計 契約実施伺 契約実施伺（平成30年度） 情報部図書情報課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 図書情報課 情報部図書情報課長 管理係 廃棄
2015 情報部図書情報課 会計 現金払込書・現金払込仕訳書・金種内訳書 現金払込仕訳書・金種内訳書（平成27年度） 情報部図書情報課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 図書情報課 情報部図書情報課長 管理係 廃棄
2016 情報部図書情報課 会計 現金払込書・現金払込仕訳書・金種内訳書 現金払込仕訳書・金種内訳書（平成28年度） 情報部図書情報課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 図書情報課 情報部図書情報課長 管理係 廃棄
2017 情報部図書情報課 会計 現金払込書・現金払込仕訳書・金種内訳書 現金払込仕訳書・金種内訳書（平成29年度） 情報部図書情報課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 図書情報課 情報部図書情報課長 管理係 廃棄
2018 情報部図書情報課 会計 現金払込書・現金払込仕訳書・金種内訳書 現金払込仕訳書・金種内訳書（平成30年度） 情報部図書情報課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 図書情報課 情報部図書情報課長 管理係 廃棄
2019 情報部図書情報課 会計 現金払込書・現金払込仕訳書・金種内訳書 現金払込仕訳書・金種内訳書（平成31年度） 情報部図書情報課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 図書情報課 情報部図書情報課長 管理係 廃棄
2015 情報部図書情報課 会計 文献複写請求書 文献複写請求書（平成27年度） 情報部図書情報課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 図書情報課 情報部図書情報課長 管理係 廃棄
2016 情報部図書情報課 会計 文献複写請求書 文献複写請求書（平成28年度） 情報部図書情報課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 図書情報課 情報部図書情報課長 管理係 廃棄
2017 情報部図書情報課 会計 文献複写請求書 文献複写請求書（平成29年度） 情報部図書情報課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 図書情報課 情報部図書情報課長 管理係 廃棄
2015 情報部図書情報課 調査統計 学術情報基盤実態調査 学術情報基盤実態調査（平成27年度） 情報部図書情報課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 図書情報課 情報部図書情報課長 管理係 廃棄
2016 情報部図書情報課 調査統計 学術情報基盤実態調査 学術情報基盤実態調査（平成28年度） 情報部図書情報課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 図書情報課 情報部図書情報課長 管理係 廃棄
2017 情報部図書情報課 調査統計 学術情報基盤実態調査 学術情報基盤実態調査（平成29年度） 情報部図書情報課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 図書情報課 情報部図書情報課長 管理係 廃棄
2018 情報部図書情報課 調査統計 学術情報基盤実態調査 学術情報基盤実態調査（平成30年度） 情報部図書情報課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 図書情報課 情報部図書情報課長 管理係 廃棄
2019 情報部図書情報課 調査統計 学術情報基盤実態調査 学術情報基盤実態調査（平成31年度） 情報部図書情報課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 図書情報課 情報部図書情報課長 管理係 廃棄
2014 情報部図書情報課 職員 毎月勤労統計調査 毎月勤労統計調査（平成26年） 情報部図書情報課長 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 図書情報課 情報部図書情報課長 管理係 廃棄
2018 情報部図書情報課 職員 毎月勤労統計調査 毎月勤労統計調査（平成30年） 情報部図書情報課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 図書情報課 情報部図書情報課長 管理係 廃棄
2019 情報部図書情報課 職員 毎月勤労統計調査 毎月勤労統計調査（平成31年） 情報部図書情報課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 図書情報課 情報部図書情報課長 管理係 廃棄
1999 情報部図書情報課 調査統計 学外利用者統計 学外利用者統計（平成11年度） 情報部図書情報課長 2000/4/1 30年 2030/3/31 紙 図書情報課 情報部図書情報課長 情報管理係 廃棄
2016 情報部図書情報課 調査統計 蔵書統計 蔵書統計（平成8年度～）（報告控え） 情報部図書情報課長 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 図書情報課 情報部図書情報課長 情報管理係 廃棄
1999 情報部図書情報課 調査統計 利用統計 利用統計（平成11年度） 情報部図書情報課長 2000/4/1 30年 2030/3/31 紙 図書情報課 情報部図書情報課長 情報管理係 廃棄
2000 情報部図書情報課 調査統計 利用統計 利用統計（平成12年度） 情報部図書情報課長 2001/4/1 30年 2031/3/31 紙 図書情報課 情報部図書情報課長 情報管理係 廃棄
2001 情報部図書情報課 調査統計 利用統計 利用統計（平成13年度） 情報部図書情報課長 2002/4/1 30年 2032/3/31 紙 図書情報課 情報部図書情報課長 情報管理係 廃棄
2002 情報部図書情報課 調査統計 利用統計 利用統計（平成14年度） 情報部図書情報課長 2003/4/1 30年 2033/3/31 紙 図書情報課 情報部図書情報課長 情報管理係 廃棄
2016 情報部図書情報課 会計 文献複写請求書 コイン式文献複写申込書（平成9年～） 情報部図書情報課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 図書情報課 情報部図書情報課長 情報管理係 廃棄
2015 情報部図書情報課 研究年報 研究年報 研究年報（第33号）（平成27年度） 情報部図書情報課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 図書情報課 情報部図書情報課長 管理係 廃棄
2016 情報部図書情報課 研究年報 研究年報 研究年報（第34号）（平成28年度） 情報部図書情報課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 図書情報課 情報部図書情報課長 管理係 廃棄
2017 情報部図書情報課 研究年報 研究年報 研究年報（第35号）（平成29年度） 情報部図書情報課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 図書情報課 情報部図書情報課長 管理係 廃棄
2018 情報部図書情報課 研究年報 研究年報 研究年報（第36号）（平成30年度） 情報部図書情報課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 図書情報課 情報部図書情報課長 管理係 廃棄
2019 情報部図書情報課 研究年報 研究年報 研究年報（第37号）（平成31年度） 情報部図書情報課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 図書情報課 情報部図書情報課長 管理係 廃棄
2015 情報部図書情報課 学外会議 国立大学図書館協議会関係 国立大学図書館協議会関係（平成27年度） 情報部図書情報課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 図書情報課 情報部図書情報課長 管理係 廃棄
2016 情報部図書情報課 学外会議 国立大学図書館協議会関係 国立大学図書館協議会関係（平成28年度） 情報部図書情報課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 図書情報課 情報部図書情報課長 管理係 廃棄
2017 情報部図書情報課 学外会議 国立大学図書館協議会関係 国立大学図書館協議会関係（平成29年度） 情報部図書情報課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 図書情報課 情報部図書情報課長 管理係 廃棄
2018 情報部図書情報課 学外会議 国立大学図書館協議会関係 国立大学図書館協議会関係（平成30年度） 情報部図書情報課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 図書情報課 情報部図書情報課長 管理係 廃棄
2019 情報部図書情報課 学外会議 国立大学図書館協議会関係 国立大学図書館協議会関係（平成31年度） 情報部図書情報課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 図書情報課 情報部図書情報課長 管理係 廃棄
2015 情報部図書情報課 学外会議 千葉県図書館情報ネットワーク協議会関係 千葉県図書館情報ネットワーク協議会関係（平成27年度） 情報部図書情報課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 図書情報課 情報部図書情報課長 管理係 廃棄
2016 情報部図書情報課 学外会議 千葉県図書館情報ネットワーク協議会関係 千葉県図書館情報ネットワーク協議会関係（平成28年度） 情報部図書情報課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 図書情報課 情報部図書情報課長 管理係 廃棄
2017 情報部図書情報課 学外会議 千葉県図書館情報ネットワーク協議会関係 千葉県図書館情報ネットワーク協議会関係（平成29年度） 情報部図書情報課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 図書情報課 情報部図書情報課長 管理係 廃棄
2018 情報部図書情報課 学外会議 千葉県図書館情報ネットワーク協議会関係 千葉県図書館情報ネットワーク協議会関係（平成30年度） 情報部図書情報課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 図書情報課 情報部図書情報課長 管理係 廃棄
2019 情報部図書情報課 学外会議 千葉県図書館情報ネットワーク協議会関係 千葉県図書館情報ネットワーク協議会関係（平成31年度） 情報部図書情報課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 図書情報課 情報部図書情報課長 管理係 廃棄
2015 情報部図書情報課 学習センター資料 情報サービス係決裁文書 情報サービス係決裁文書（平成27年度） 情報部図書情報課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 図書情報課 情報部図書情報課長 情報サービス係 廃棄
2016 情報部図書情報課 学習センター資料 情報サービス係決裁文書 情報サービス係決裁文書（平成28年度） 情報部図書情報課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 図書情報課 情報部図書情報課長 情報サービス係 廃棄
2017 情報部図書情報課 学習センター資料 情報サービス係決裁文書 情報サービス係決裁文書（平成29年度） 情報部図書情報課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 図書情報課 情報部図書情報課長 情報サービス係 廃棄
2018 情報部図書情報課 学習センター資料 情報サービス係決裁文書 情報サービス係決裁文書（平成30年度） 情報部図書情報課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 図書情報課 情報部図書情報課長 情報サービス係 廃棄
2019 情報部図書情報課 学習センター資料 情報サービス係決裁文書 情報サービス係決裁文書（平成31年度） 情報部図書情報課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 図書情報課 情報部図書情報課長 情報サービス係 廃棄
2017 情報部図書情報課 図書館資料 所蔵資料使用許可願 所蔵資料使用許可願（平成29年度） 情報部図書情報課長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 図書情報課 情報部図書情報課長 管理係 廃棄
2018 情報部図書情報課 図書館資料 所蔵資料使用許可願 所蔵資料使用許可願（平成30年度） 情報部図書情報課長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 図書情報課 情報部図書情報課長 管理係 廃棄
2019 情報部図書情報課 図書館資料 所蔵資料使用許可願 所蔵資料使用許可願（平成31年度） 情報部図書情報課長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 図書情報課 情報部図書情報課長 管理係 廃棄
2015 情報部図書情報課 図書館資料 不用図書 不用図書（平成27年度） 情報部図書情報課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 図書情報課 情報部図書情報課長 管理係 廃棄
2016 情報部図書情報課 図書館資料 不用図書 不用図書（平成28年度） 情報部図書情報課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 図書情報課 情報部図書情報課長 管理係 廃棄
2017 情報部図書情報課 図書館資料 不用図書 不用図書（平成29年度） 情報部図書情報課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 図書情報課 情報部図書情報課長 管理係 廃棄
2018 情報部図書情報課 図書館資料 不用図書 不用図書（平成30年度） 情報部図書情報課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 図書情報課 情報部図書情報課長 管理係 廃棄
2019 情報部図書情報課 図書館資料 不用図書 不用図書（平成31年度） 情報部図書情報課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 図書情報課 情報部図書情報課長 管理係 廃棄
1999 情報部図書情報課 図書館資料 レーザーディスク目録 レーザーディスク目録 図書課長 2000/4/1 30年 2030/3/31 紙 図書情報課 情報部図書情報課長 情報管理係 廃棄
2015 情報部図書情報課 図書館資料 外国雑誌関係 外国雑誌関係（2016年度） 情報部図書情報課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 図書情報課 情報部図書情報課長 情報管理係 廃棄
2016 情報部図書情報課 図書館資料 外国雑誌関係 外国雑誌関係（2017年度） 情報部図書情報課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 図書情報課 情報部図書情報課長 情報管理係 廃棄
2017 情報部図書情報課 図書館資料 外国雑誌関係 外国雑誌関係（2018年度） 情報部図書情報課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 図書情報課 情報部図書情報課長 情報管理係 廃棄
2018 情報部図書情報課 図書館資料 外国雑誌関係 外国雑誌関係（2019年度） 情報部図書情報課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 図書情報課 情報部図書情報課長 情報管理係 廃棄
2019 情報部図書情報課 図書館資料 外国雑誌関係 外国雑誌関係（2020年度） 情報部図書情報課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 図書情報課 情報部図書情報課長 情報管理係 廃棄
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措置結果
2015 情報部図書情報課 図書館資料 原議書綴り 原議書綴り（平成27年度） 情報部図書情報課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 図書情報課 情報部図書情報課長 情報管理係 廃棄
2016 情報部図書情報課 図書館資料 原議書綴り 原議書綴り（平成28年度） 情報部図書情報課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 図書情報課 情報部図書情報課長 情報管理係 廃棄
2017 情報部図書情報課 図書館資料 原議書綴り 原議書綴り（平成29年度） 情報部図書情報課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 図書情報課 情報部図書情報課長 情報管理係 廃棄
2018 情報部図書情報課 図書館資料 原議書綴り 原議書綴り（平成30年度） 情報部図書情報課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 図書情報課 情報部図書情報課長 情報管理係 廃棄
2019 情報部図書情報課 図書館資料 原議書綴り 原議書綴り（平成31年度） 情報部図書情報課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 図書情報課 情報部図書情報課長 情報管理係 廃棄
2002 情報部図書情報課 図書館資料 JJルソーコレクション　マイクロフィッシュ検索リスト JJルソーコレクション　マイクロフィッシュ検索リスト 図書課長 2003/4/1 20年 2023/3/31 紙 図書情報課 情報部図書情報課長 情報管理係 廃棄 当初の保存期間満了日:2013年3月31日　延長期間10年

2002 情報部図書情報課 図書館資料 アイザックニュートンコレクション　マイクロフィッシュ検索リスト アイザックニュートンコレクション　マイクロフィッシュ検索リスト 図書課長 2003/4/1 20年 2023/3/31 紙 図書情報課 情報部図書情報課長 情報管理係 廃棄 当初の保存期間満了日:2013年3月31日　延長期間10年

2002 情報部図書情報課 図書館資料 アダムスミスコレクション　マイクロフィッシュ検索リスト アダムスミスコレクション　マイクロフィッシュ検索リスト 図書課長 2003/4/1 20年 2023/3/31 紙 図書情報課 情報部図書情報課長 情報管理係 廃棄 当初の保存期間満了日:2013年3月31日　延長期間10年

2015 情報部図書情報課 委員会 図書情報委員会 図書情報委員会（平成27年度） 情報部図書情報課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 図書情報課 情報部図書情報課長 管理係 廃棄
2016 情報部図書情報課 委員会 図書情報委員会 図書情報委員会（平成28年度） 情報部図書情報課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 図書情報課 情報部図書情報課長 管理係 廃棄
2017 情報部図書情報課 委員会 図書情報委員会 図書情報委員会（平成29年度） 情報部図書情報課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 図書情報課 情報部図書情報課長 管理係 廃棄
2018 情報部図書情報課 委員会 図書情報委員会 図書情報委員会（平成30年度） 情報部図書情報課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 図書情報課 情報部図書情報課長 管理係 廃棄
2019 情報部図書情報課 委員会 図書情報委員会 図書情報委員会（平成31年度） 情報部図書情報課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 図書情報課 情報部図書情報課長 管理係 廃棄
2002 情報部図書情報課 連携 連携協力　大学付属図書館 連携協力　大学付属図書館1～2 図書課長 2003/4/1 10年（失効後） 紙 図書情報課 情報部図書情報課長 情報サービス係 廃棄
2017 情報部オンライン教育課 教務 オンライン授業 委嘱（特定行為研修演習科目　分担協力講師）（平成29年度～） 情報部オンライン教育課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 オンライン教育課 情報部オンライン教育課長 オンライン教育係 廃棄
2018 情報部オンライン教育課 教務 オンライン授業 委嘱（主任講師等）（平成30年度） 情報部オンライン教育課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 オンライン教育課 情報部オンライン教育課長 オンライン教育係 廃棄
2019 情報部オンライン教育課 教務 オンライン授業 委嘱（主任講師等）（令和元年度） 情報部オンライン教育課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 オンライン教育課 情報部オンライン教育課長 オンライン教育係 廃棄
2018 情報部オンライン教育課 教務 オンライン授業 オンライン教育補助者（平成28～30年度） 情報部オンライン教育課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 オンライン教育課 情報部オンライン教育課長 オンライン教育係 廃棄
2019 情報部オンライン教育課 教務 オンライン授業 オンライン教育補助者（令和元年度） 情報部オンライン教育課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 オンライン教育課 情報部オンライン教育課長 オンライン教育係 廃棄
2018 情報部オンライン教育課 教務 オンライン授業 オンライン教育補助者（特定行為研修演習支援者）（平成29年度～） 情報部オンライン教育課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 オンライン教育課 情報部オンライン教育課長 オンライン教育係 廃棄
2017 情報部オンライン教育課 教務 説明会・会議関係 主任講師会議　（平成２７～２９年度） 情報部オンライン教育課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 オンライン教育課 情報部オンライン教育課長 オンライン教育係 廃棄
2018 情報部オンライン教育課 教務 説明会・会議関係 科目別部会（教材作成部会、設計説明会）(平成30年度） 情報部オンライン教育課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 オンライン教育課 情報部オンライン教育課長 オンライン教育係 廃棄
2019 情報部オンライン教育課 教務 説明会・会議関係 科目別部会（教材作成部会、設計説明会）(令和元年度） 情報部オンライン教育課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 オンライン教育課 情報部オンライン教育課長 オンライン教育係 廃棄
2019 情報部オンライン教育課 教務 説明会・会議関係 オンライン教育委員会（平成２９～令和元年度　） 情報部オンライン教育課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 オンライン教育課 情報部オンライン教育課長 オンライン教育係 廃棄
2016 情報部オンライン教育課 システム システム運用 HS月次報告書（平成２８年度） 情報部オンライン教育課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 オンライン教育課 情報部オンライン教育課長 システム運用係 廃棄
2017 情報部オンライン教育課 システム システム運用 HS月次報告書（平成２９年度） 情報部オンライン教育課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 オンライン教育課 情報部オンライン教育課長 システム運用係 廃棄
2018 情報部オンライン教育課 システム システム運用 HS月次報告書（平成３０年度） 情報部オンライン教育課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 電子情報 共有サーバー 情報部オンライン教育課長 システム運用係 廃棄
2019 情報部オンライン教育課 システム システム運用 HS月次報告書（令和元年度） 情報部オンライン教育課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 電子情報 共有サーバー 情報部オンライン教育課長 システム運用係 廃棄
2016 情報部オンライン教育課 システム システム運用 NSSOL月次報告書（平成２８年度） 情報部オンライン教育課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 オンライン教育課 情報部オンライン教育課長 システム運用係 廃棄
2017 情報部オンライン教育課 システム システム運用 NSSOL月次報告書（平成２９年度） 情報部オンライン教育課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 オンライン教育課 情報部オンライン教育課長 システム運用係 廃棄
2018 情報部オンライン教育課 システム システム運用 NSSOL月次報告書（平成３０年度） 情報部オンライン教育課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 電子情報 共有サーバー 情報部オンライン教育課長 システム運用係 廃棄
2019 情報部オンライン教育課 システム システム運用 NSSOL月次報告書（令和元年度） 情報部オンライン教育課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 電子情報 共有サーバー 情報部オンライン教育課長 システム運用係 廃棄
2016 情報部オンライン教育課 システム システム運用 オンライン授業システムマニュアル各種（平成２８年度） 情報部オンライン教育課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 オンライン教育課 情報部オンライン教育課長 システム運用係 廃棄
2017 情報部オンライン教育課 システム システム運用 オンライン授業システムマニュアル各種（平成２９年度） 情報部オンライン教育課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 オンライン教育課 情報部オンライン教育課長 システム運用係 廃棄
2018 情報部オンライン教育課 システム システム運用 オンライン授業システムマニュアル各種（平成３０年度） 情報部オンライン教育課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 電子情報 共有サーバー 情報部オンライン教育課長 システム運用係 廃棄
2019 情報部オンライン教育課 システム システム運用 オンライン授業システムマニュアル各種（令和元年度） 情報部オンライン教育課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 電子情報 共有サーバー 情報部オンライン教育課長 システム運用係 廃棄
2016 情報部オンライン教育課 システム 教材修正 教材修正指示書(2016-2、2017-1対応） 情報部オンライン教育課長 2017/4/1 3年(科目閉講後） 紙 オンライン教育課 情報部オンライン教育課長 システム運用係 廃棄
2017 情報部オンライン教育課 システム 教材修正 教材修正指示書(2017-2、2018-1対応） 情報部オンライン教育課長 2018/4/1 3年(科目閉講後） 紙 オンライン教育課 情報部オンライン教育課長 システム運用係 廃棄
2018 情報部オンライン教育課 システム 教材修正 教材修正指示書(2018-2、2019-1対応） 情報部オンライン教育課長 2019/4/1 3年(科目閉講後） 電子情報 共有サーバー 情報部オンライン教育課長 システム運用係 廃棄
2019 情報部オンライン教育課 システム 教材修正 教材修正指示書(2019-2、2020-1対応） 情報部オンライン教育課長 2020/4/1 3年(科目閉講後） 電子情報 共有サーバー 情報部オンライン教育課長 システム運用係 廃棄
2015 情報部オンライン教育課 制作 知的財産使用許諾 知的財産使用許諾 情報部オンライン教育課長 2016/4/1 3年(失効後） 紙 オンライン教育課 情報部オンライン教育課長 教材制作管理係 廃棄
2017 情報部オンライン教育課 制作 出演承諾書 承諾書（平成29年度） 情報部オンライン教育課長 2018/4/1 3年(科目閉講後） 紙 オンライン教育課 情報部オンライン教育課長 教材制作管理係 廃棄
2018 情報部オンライン教育課 制作 出演承諾書 承諾書（平成30年度） 情報部オンライン教育課長 2019/4/1 3年(科目閉講後） 紙 オンライン教育課 情報部オンライン教育課長 教材制作管理係 廃棄
2019 情報部オンライン教育課 制作 出演承諾書 承諾書（令和元年度） 情報部オンライン教育課長 2020/4/1 3年(科目閉講後） 紙 オンライン教育課 情報部オンライン教育課長 教材制作管理係 廃棄
2015 情報部オンライン教育課 庶務 旅行命令伺・外勤交通費 旅行命令伺・外勤交通費（平成２７年度） 情報部オンライン教育課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 オンライン教育課 情報部オンライン教育課長 オンライン教育係 廃棄
2016 情報部オンライン教育課 庶務 旅行命令伺・外勤交通費 旅行命令伺・外勤交通費（平成２８年度） 情報部オンライン教育課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 オンライン教育課 情報部オンライン教育課長 オンライン教育係 廃棄
2017 情報部オンライン教育課 庶務 旅行命令伺・外勤交通費 旅行命令伺・外勤交通費（平成２９年度） 情報部オンライン教育課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 オンライン教育課 情報部オンライン教育課長 オンライン教育係 廃棄
2018 情報部オンライン教育課 庶務 旅行命令伺・外勤交通費 旅行命令伺・外勤交通費（平成３０年度） 情報部オンライン教育課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 オンライン教育課 情報部オンライン教育課長 オンライン教育係 廃棄
2019 情報部オンライン教育課 庶務 旅行命令伺・外勤交通費 旅行命令伺・外勤交通費（令和元年度） 情報部オンライン教育課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 オンライン教育課 情報部オンライン教育課長 オンライン教育係 廃棄
2015 情報部オンライン教育課 庶務 原義書 原義書（平成２７年度） 情報部オンライン教育課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 オンライン教育課 情報部オンライン教育課長 オンライン教育係 廃棄
2016 情報部オンライン教育課 庶務 原義書 原義書（平成２８年度） 情報部オンライン教育課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 オンライン教育課 情報部オンライン教育課長 オンライン教育係 廃棄
2017 情報部オンライン教育課 庶務 原義書 原義書（平成２９年度） 情報部オンライン教育課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 オンライン教育課 情報部オンライン教育課長 オンライン教育係 廃棄
2018 情報部オンライン教育課 庶務 契約 契約関係（平成３０年度） 情報部オンライン教育課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 オンライン教育課 情報部オンライン教育課長 オンライン教育係 廃棄
2019 情報部オンライン教育課 庶務 契約 契約関係（令和元年度） 情報部オンライン教育課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 オンライン教育課 情報部オンライン教育課長 オンライン教育係 廃棄
2017 情報部オンライン教育課 職員 週休日・勤務時間時間割振表 週休日・勤務時間時間割振表（平成２９年度） 情報部オンライン教育課長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 オンライン教育課 情報部オンライン教育課長 オンライン教育係 廃棄
2018 情報部オンライン教育課 職員 週休日・勤務時間時間割振表 週休日・勤務時間時間割振表（平成３０年度） 情報部オンライン教育課長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 オンライン教育課 情報部オンライン教育課長 オンライン教育係 廃棄
2019 情報部オンライン教育課 職員 週休日・勤務時間時間割振表 週休日・勤務時間時間割振表（令和元年度） 情報部オンライン教育課長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 オンライン教育課 情報部オンライン教育課長 オンライン教育係 廃棄
2017 情報部オンライン教育課 職員 休暇簿 休暇簿（平成２９年度） 情報部オンライン教育課長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 オンライン教育課 情報部オンライン教育課長 オンライン教育係 廃棄
2018 情報部オンライン教育課 職員 休暇簿 休暇簿（平成３０年度） 情報部オンライン教育課長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 オンライン教育課 情報部オンライン教育課長 オンライン教育係 廃棄
2019 情報部オンライン教育課 職員 休暇簿 休暇簿（令和元年度） 情報部オンライン教育課長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 オンライン教育課 情報部オンライン教育課長 オンライン教育係 廃棄
2017 情報部オンライン教育課 職員 出勤簿 出勤簿（平成２９年度） 情報部オンライン教育課長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 オンライン教育課 情報部オンライン教育課長 オンライン教育係 廃棄
2018 情報部オンライン教育課 職員 出勤簿 出勤簿（平成３０年度） 情報部オンライン教育課長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 オンライン教育課 情報部オンライン教育課長 オンライン教育係 廃棄
2019 情報部オンライン教育課 職員 出勤簿 出勤簿（令和元年度） 情報部オンライン教育課長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 オンライン教育課 情報部オンライン教育課長 オンライン教育係 廃棄
1986 放送部放送管理課 著作権 著作物使用料計算書 著作物使用料計算書（昭和61年度） 放送部企画管理課長 1987/4/1 無期限 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 著作権専門職 廃棄
1987 放送部放送管理課 著作権 著作物使用料計算書 著作物使用料計算書（昭和62年度） 放送部企画管理課長 1988/4/1 無期限 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 著作権専門職 廃棄
1988 放送部放送管理課 著作権 著作物使用料計算書 著作物使用料計算書（昭和63年度） 放送部企画管理課長 1989/4/1 無期限 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 著作権専門職 廃棄
1989 放送部放送管理課 著作権 著作物使用料計算書 著作物使用料計算書（平成元年度） 放送部企画管理課長 1990/4/1 無期限 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 著作権専門職 廃棄
1990 放送部放送管理課 著作権 著作物使用料計算書 著作物使用料計算書（平成2年度） 放送部企画管理課長 1991/4/1 無期限 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 著作権専門職 廃棄
1991 放送部放送管理課 著作権 著作物使用料計算書 著作物使用料計算書（平成3年度） 放送部企画管理課長 1992/4/1 無期限 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 著作権専門職 廃棄
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1992 放送部放送管理課 著作権 著作物使用料計算書 著作物使用料計算書（平成4年度） 放送部企画管理課長 1993/4/1 無期限 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 著作権専門職 廃棄
1993 放送部放送管理課 著作権 著作物使用料計算書 著作物使用料計算書（平成5年度） 放送部企画管理課長 1994/4/1 無期限 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 著作権専門職 廃棄
1994 放送部放送管理課 著作権 著作物使用料計算書 著作物使用料計算書（平成6年度） 放送部企画管理課長 1995/4/1 無期限 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 著作権専門職 廃棄
1995 放送部放送管理課 著作権 著作物使用料計算書 著作物使用料計算書（平成7年度） 放送部企画管理課長 1996/4/1 無期限 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 著作権専門職 廃棄
1996 放送部放送管理課 著作権 著作物使用料計算書 著作物使用料計算書（平成8年度） 放送部企画管理課長 1997/4/1 無期限 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 著作権専門職 廃棄
1997 放送部放送管理課 著作権 著作物使用料計算書 著作物使用料計算書（平成9年度） 放送部企画管理課長 1998/4/1 無期限 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 著作権専門職 廃棄
1998 放送部放送管理課 著作権 著作物使用料計算書 著作物使用料計算書（平成10年度） 放送部企画管理課長 1999/4/1 無期限 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 著作権専門職 廃棄
1999 放送部放送管理課 著作権 著作物使用料計算書 著作物使用料計算書（平成11年度） 放送部企画管理課長 2000/4/1 無期限 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 著作権専門職 廃棄
2000 放送部放送管理課 著作権 著作物使用料計算書 著作物使用料計算書（平成12年度） 放送部企画管理課長 2001/4/1 無期限 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 著作権専門職 廃棄
2001 放送部放送管理課 著作権 著作物使用料計算書 著作物使用料計算書（平成13年度） 放送部企画管理課長 2002/4/1 無期限 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 著作権専門職 廃棄
2002 放送部放送管理課 著作権 著作物使用料計算書 著作物使用料計算書（平成14年度） 放送部企画管理課長 2003/4/1 無期限 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 著作権専門職 廃棄
2003 放送部放送管理課 著作権 著作物使用料計算書 著作物使用料計算書（平成15年度） 放送部企画管理課長 2004/4/1 無期限 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 著作権専門職 廃棄
2004 放送部放送管理課 著作権 著作物使用料計算書 著作物使用料計算書（平成16年度） 放送部企画管理課長 2005/4/1 無期限 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 著作権専門職 廃棄
2005 放送部放送管理課 著作権 著作物使用料計算書 著作物使用料計算書（平成17年度） 放送部企画管理課長 2006/4/1 無期限 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 著作権専門職 廃棄
2008 放送部放送管理課 著作権 著作物使用料計算書 著作物使用料計算書（平成18・19・20年度） 放送部企画管理課長 2009/4/1 無期限 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 著作権専門職 廃棄
2009 放送部放送管理課 著作権 著作物使用料計算書 著作物使用料計算書（平成21年度） 放送部企画管理課長 2010/4/1 無期限 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 著作権専門職 廃棄
2010 放送部放送管理課 著作権 著作物使用料計算書 著作物使用料計算書（平成22年度） 放送部企画管理課長 2011/4/1 無期限 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 著作権専門職 廃棄
2011 放送部放送管理課 著作権 著作物使用料計算書 著作物使用料計算書（平成23年度） 放送部企画管理課長 2012/4/1 無期限 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 著作権専門職 廃棄
2012 放送部放送管理課 著作権 著作物使用料計算書 著作物使用料計算書（平成24年度） 放送部企画管理課長 2013/4/1 無期限 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 著作権専門職 廃棄
2013 放送部放送管理課 著作権 著作物使用料計算書 著作物使用料計算書（平成25年度） 放送部企画管理課長 2014/4/1 無期限 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 著作権専門職 廃棄
2015 放送部放送管理課 著作権 著作物使用料計算書 著作物使用料計算書（平成26年度・平成27年度） 放送部企画管理課長 2016/4/1 無期限 紙 放送管理課 放送部放送管理課長 著作権専門職 廃棄
2015 放送部放送管理課 著作権 著作物使用料計算書 著作物使用料計算書（平成27年度） 放送部企画管理課長 2016/4/1 無期限 紙 放送管理課 放送部放送管理課長 著作権専門職 廃棄
2016 放送部放送管理課 著作権 著作物使用料計算書 著作物使用料計算書（平成28年度） 放送部企画管理課長 2017/4/1 無期限 紙 放送管理課 放送部放送管理課長 著作権専門職 廃棄
2017 放送部放送管理課 著作権 著作物使用料計算書 著作物使用料計算書（平成29年度） 放送部企画管理課長 2018/4/1 無期限 紙 放送管理課 放送部放送管理課長 著作権専門職 廃棄
2018 放送部放送管理課 著作権 著作物使用料計算書 著作物使用料計算書（平成30年度） 放送部企画管理課長 2019/4/1 無期限 紙 放送管理課 放送部放送管理課長 著作権専門職 廃棄
2019 放送部放送管理課 著作権 著作物使用料計算書 著作物使用料計算書（令和元年度） 放送部企画管理課長 2020/4/1 無期限 紙 放送管理課 放送部放送管理課長 著作権専門職 廃棄
1984 放送部放送管理課 著作権 原議書 原議書（昭和59年度） 放送部企画管理課長 1985/4/1 無期限 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 著作権専門職 廃棄
1985 放送部放送管理課 著作権 原議書 原議書（昭和60年度） 放送部企画管理課長 1986/4/1 無期限 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 著作権専門職 廃棄
1986 放送部放送管理課 著作権 原議書 原議書（昭和61年度） 放送部企画管理課長 1987/4/1 無期限 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 著作権専門職 廃棄
1987 放送部放送管理課 著作権 原議書 原議書（昭和62年度） 放送部企画管理課長 1988/4/1 無期限 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 著作権専門職 廃棄
1988 放送部放送管理課 著作権 原議書 原議書（昭和63年度） 放送部企画管理課長 1989/4/1 無期限 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 著作権専門職 廃棄
1989 放送部放送管理課 著作権 原議書 原議書（平成元年度） 放送部企画管理課長 1990/4/1 無期限 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 著作権専門職 廃棄
1990 放送部放送管理課 著作権 原議書 原議書（平成2年度） 放送部企画管理課長 1991/4/1 無期限 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 著作権専門職 廃棄
1992 放送部放送管理課 著作権 原議書 原議書（平成3年度・平成4年度） 放送部企画管理課長 1993/4/1 無期限 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 著作権専門職 廃棄
1993 放送部放送管理課 著作権 原議書 原議書綴（平成5年度） 放送部企画管理課長 1994/4/1 無期限 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 著作権専門職 廃棄
1995 放送部放送管理課 著作権 原議書 原議書（平成6年度・平成7年度） 放送部企画管理課長 1996/4/1 無期限 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 著作権専門職 廃棄
1996 放送部放送管理課 著作権 原議書 原議書（平成8年度） 放送部企画管理課長 1997/4/1 無期限 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 著作権専門職 廃棄
1997 放送部放送管理課 著作権 原議書 原議書（平成9年度） 放送部企画管理課長 1998/4/1 無期限 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 著作権専門職 廃棄
1998 放送部放送管理課 著作権 原議書 原議書（平成10年度） 放送部企画管理課長 1999/4/1 無期限 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 著作権専門職 廃棄
1999 放送部放送管理課 著作権 原議書 原議書（平成11年度） 放送部企画管理課長 2000/4/1 無期限 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 著作権専門職 廃棄
2000 放送部放送管理課 著作権 原議書 原議書（平成12年度） 放送部企画管理課長 2001/4/1 無期限 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 著作権専門職 廃棄
2001 放送部放送管理課 著作権 原議書 原議書（平成13年度） 放送部企画管理課長 2002/4/1 無期限 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 著作権専門職 廃棄
2002 放送部放送管理課 著作権 原議書 原議書（平成14年度） 放送部企画管理課長 2003/4/1 無期限 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 著作権専門職 廃棄
2003 放送部放送管理課 著作権 原議書 原議書（平成15年度） 放送部企画管理課長 2004/4/1 無期限 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 著作権専門職 廃棄
2004 放送部放送管理課 著作権 原議書 原議書（平成16年度） 放送部企画管理課長 2005/4/1 無期限 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 著作権専門職 廃棄
2005 放送部放送管理課 著作権 原議書 原議書（平成17年度） 放送部企画管理課長 2006/4/1 無期限 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 著作権専門職 廃棄
2006 放送部放送管理課 著作権 原議書 原議書（平成18年度） 放送部企画管理課長 2007/4/1 無期限 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 著作権専門職 廃棄
2007 放送部放送管理課 著作権 原議書 原議書（平成19年度） 放送部企画管理課長 2008/4/1 無期限 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 著作権専門職 廃棄
2013 放送部放送管理課 著作権 原議書 原議書（平成20年度～平成25年度） 放送部企画管理課長 2014/4/1 無期限 紙 放送管理課 放送部放送管理課長 著作権専門職 廃棄
2019 放送部放送管理課 著作権 原議書 原議書（平成26年度～令和元年度） 放送部企画管理課長 2020/4/1 無期限 紙 放送管理課 放送部放送管理課長 著作権専門職 廃棄
1988 放送部放送管理課 著作権 著作権台帳 著作権台帳　音楽（～昭和63年） 放送部企画管理課長 1989/4/1 無期限 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 著作権専門職 廃棄
1991 放送部放送管理課 著作権 著作権台帳 音楽著作権台帳（平成元年度～3年度） 放送部企画管理課長 1992/4/1 無期限 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 著作権専門職 廃棄
1994 放送部放送管理課 著作権 著作権台帳 音楽著作権台帳（平成4～6年度） 放送部企画管理課長 1995/4/1 無期限 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 著作権専門職 廃棄
1997 放送部放送管理課 著作権 著作権台帳 音楽著作権台帳（平成7～9年度） 放送部企画管理課長 1998/4/1 無期限 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 著作権専門職 廃棄
2002 放送部放送管理課 著作権 著作権台帳 音楽著作権台帳（平成10年度～14年度制作） 放送部企画管理課長 2003/4/1 無期限 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 著作権専門職 廃棄
2003 放送部放送管理課 著作権 著作権台帳 音楽著作権台帳（平成15年度） 放送部企画管理課長 2004/4/1 無期限 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 著作権専門職 廃棄
1985 放送部放送管理課 著作権 著作権台帳 著作権台帳（昭和59年度～60年度） 放送部企画管理課長 1986/4/1 無期限 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 著作権専門職 廃棄
1986 放送部放送管理課 著作権 著作権台帳 著作権台帳（昭和61年度） 放送部企画管理課長 1987/4/1 無期限 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 著作権専門職 廃棄
1987 放送部放送管理課 著作権 著作権台帳 著作権台帳（昭和62年度） 放送部企画管理課長 1988/4/1 無期限 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 著作権専門職 廃棄
1988 放送部放送管理課 著作権 著作権台帳 著作権台帳（昭和63年度） 放送部企画管理課長 1989/4/1 無期限 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 著作権専門職 廃棄
1989 放送部放送管理課 著作権 著作権台帳 著作権台帳（平成元年度） 放送部企画管理課長 1990/4/1 無期限 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 著作権専門職 廃棄
1991 放送部放送管理課 著作権 著作権台帳 著作権台帳（平成2年度～3年度） 放送部企画管理課長 1992/4/1 無期限 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 著作権専門職 廃棄
1992 放送部放送管理課 著作権 著作権台帳 著作権台帳（平成4年度） 放送部企画管理課長 1993/4/1 無期限 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 著作権専門職 廃棄
1993 放送部放送管理課 著作権 著作権台帳 著作権台帳（平成5年度） 放送部企画管理課長 1994/4/1 無期限 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 著作権専門職 廃棄
1994 放送部放送管理課 著作権 著作権台帳 著作権台帳（平成6年度） 放送部企画管理課長 1995/4/1 無期限 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 著作権専門職 廃棄
1995 放送部放送管理課 著作権 著作権台帳 著作権台帳（平成7年度） 放送部企画管理課長 1996/4/1 無期限 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 著作権専門職 廃棄
1996 放送部放送管理課 著作権 著作権台帳 著作権台帳（平成8年度） 放送部企画管理課長 1997/4/1 無期限 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 著作権専門職 廃棄
1997 放送部放送管理課 著作権 著作権台帳 著作権台帳（平成9年度） 放送部企画管理課長 1998/4/1 無期限 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 著作権専門職 廃棄
1998 放送部放送管理課 著作権 著作権台帳 著作権台帳（平成10年度） 放送部企画管理課長 1999/4/1 無期限 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 著作権専門職 廃棄



137/374

大分類 中分類
備考作成・取得年度等

文書分類
小分類 法人文書ファイル名 作成・取得者 起算日 保存期間

保存期間満了
時期

媒体の種別 保存場所 管理者 管理担当係等
保存期間満了時の

措置結果
1999 放送部放送管理課 著作権 著作権台帳 著作権台帳（平成11年度） 放送部企画管理課長 2000/4/1 無期限 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 著作権専門職 廃棄
2000 放送部放送管理課 著作権 著作権台帳 著作権台帳（平成12年度） 放送部企画管理課長 2001/4/1 無期限 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 著作権専門職 廃棄
2002 放送部放送管理課 著作権 著作権台帳 著作権台帳（平成13年度・14年度） 放送部企画管理課長 2003/4/1 無期限 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 著作権専門職 廃棄
2003 放送部放送管理課 著作権 著作権台帳 著作権台帳（平成15年度制作） 放送部企画管理課長 2004/4/1 無期限 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 著作権専門職 廃棄
2002 放送部放送管理課 著作権 著作権台帳 平成14（2002）年度制作　保存用著作権管理台帳（音楽素材） 放送部企画管理課長 2003/4/1 無期限 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 著作権専門職 廃棄
2003 放送部放送管理課 著作権 著作権台帳 平成15（2003）年度制作　保存用著作権管理台帳（一般素材）　1 放送部企画管理課長 2004/4/1 無期限 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 著作権専門職 廃棄
2003 放送部放送管理課 著作権 著作権台帳 平成15（2003）年度制作　保存用著作権管理台帳（一般素材）　2 放送部企画管理課長 2004/4/1 無期限 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 著作権専門職 廃棄
2003 放送部放送管理課 著作権 著作権台帳 平成15（2003）年度制作　保存用著作権管理台帳（音楽素材） 放送部企画管理課長 2004/4/1 無期限 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 著作権専門職 廃棄
2004 放送部放送管理課 著作権 著作権台帳 平成16（2004）年度制作　保存用著作権管理台帳（一般素材）　1 放送部企画管理課長 2005/4/1 無期限 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 著作権専門職 廃棄
2004 放送部放送管理課 著作権 著作権台帳 平成16（2004）年度制作　保存用著作権管理台帳（一般素材）　2 放送部企画管理課長 2005/4/1 無期限 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 著作権専門職 廃棄
2004 放送部放送管理課 著作権 著作権台帳 平成16（2004）年度制作　保存用著作権管理台帳（音楽素材） 放送部企画管理課長 2005/4/1 無期限 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 著作権専門職 廃棄
2005 放送部放送管理課 著作権 著作権台帳 平成17（2005）年度制作　保存用著作権管理台帳（一般素材）　1 放送部企画管理課長 2006/4/1 無期限 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 著作権専門職 廃棄
2005 放送部放送管理課 著作権 著作権台帳 平成17（2005）年度制作　保存用著作権管理台帳（一般素材）　2 放送部企画管理課長 2006/4/1 無期限 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 著作権専門職 廃棄
2005 放送部放送管理課 著作権 著作権台帳 平成17（2005）年度制作　保存用著作権管理台帳（音楽素材） 放送部企画管理課長 2006/4/1 無期限 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 著作権専門職 廃棄
2006 放送部放送管理課 著作権 著作権台帳 平成18（2006）年度制作　保存用著作権管理台帳（一般素材）　1 放送部企画管理課長 2007/4/1 無期限 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 著作権専門職 廃棄
2006 放送部放送管理課 著作権 著作権台帳 平成18（2006）年度制作　保存用著作権管理台帳（一般素材）　2 放送部企画管理課長 2007/4/1 無期限 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 著作権専門職 廃棄
2006 放送部放送管理課 著作権 著作権台帳 平成18（2006）年度制作　保存用著作権管理台帳（音楽素材） 放送部企画管理課長 2007/4/1 無期限 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 著作権専門職 廃棄
2007 放送部放送管理課 著作権 著作権台帳 平成19（2007）年度制作　保存用著作権管理台帳（一般素材）　1 放送部企画管理課長 2008/4/1 無期限 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 著作権専門職 廃棄
2007 放送部放送管理課 著作権 著作権台帳 平成19（2007）年度制作　保存用著作権管理台帳（一般素材）　2 放送部企画管理課長 2008/4/1 無期限 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 著作権専門職 廃棄
2007 放送部放送管理課 著作権 著作権台帳 平成19（2007）年度制作　保存用著作権管理台帳（音楽素材） 放送部企画管理課長 2008/4/1 無期限 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 著作権専門職 廃棄
2008 放送部放送管理課 著作権 著作権台帳 平成20（2008）年度制作　保存用著作権管理台帳（一般素材）　1 放送部企画管理課長 2009/4/1 無期限 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 著作権専門職 廃棄
2008 放送部放送管理課 著作権 著作権台帳 平成20（2008）年度制作　保存用著作権管理台帳（一般素材）　2 放送部企画管理課長 2009/4/1 無期限 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 著作権専門職 廃棄
2008 放送部放送管理課 著作権 著作権台帳 平成20（2008）年度制作　保存用著作権管理台帳（音楽素材） 放送部企画管理課長 2009/4/1 無期限 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 著作権専門職 廃棄
2009 放送部放送管理課 著作権 著作権台帳 平成21（2009）年度制作　保存用著作権管理台帳（音楽素材） 放送部企画管理課長 2010/4/1 無期限 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 著作権専門職 廃棄
2009 放送部放送管理課 著作権 著作権台帳 平成21年度視聴状況調査（2009年度）制作　保存用著作権管理台帳（一般素材)1 放送部企画管理課長 2010/4/1 無期限 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 著作権専門職 廃棄
2010 放送部放送管理課 著作権 著作権台帳 平成22（2010）年度制作　保存用著作権管理台帳（音楽素材） 放送部企画管理課長 2011/4/1 無期限 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 著作権専門職 廃棄
1983 放送部放送管理課 著作権 著作物使用報告書 昭和58年度制作番組「著作物使用報告書」 放送部企画管理課長 1984/4/1 無期限 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 著作権専門職 廃棄
1984 放送部放送管理課 著作権 著作物使用報告書 昭和59年度制作番組「著作物使用報告書」 放送部企画管理課長 1985/4/1 無期限 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 著作権専門職 廃棄
1985 放送部放送管理課 著作権 著作物使用報告書 昭和60年度制作番組「著作物使用報告書」 放送部企画管理課長 1986/4/1 無期限 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 著作権専門職 廃棄
1986 放送部放送管理課 著作権 著作物使用報告書 昭和61年制作番組「著作物使用報告書」 放送部企画管理課長 1987/4/1 無期限 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 著作権専門職 廃棄
1987 放送部放送管理課 著作権 著作物使用報告書 昭和62年度制作番組「著作物使用報告書」 放送部企画管理課長 1988/4/1 無期限 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 著作権専門職 廃棄
1988 放送部放送管理課 著作権 著作物使用報告書 昭和63年度制作番組著作物使用報告書 放送部企画管理課長 1989/4/1 無期限 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 著作権専門職 廃棄
1990 放送部放送管理課 著作権 著作物使用報告書 著作物使用報告書（平成2年度）（開発センター） 放送部企画管理課長 1991/4/1 無期限 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 著作権専門職 廃棄
1992 放送部放送管理課 著作権 著作物使用報告書 著作物使用報告書　開発センター（平成4年度） 放送部企画管理課長 1993/4/1 無期限 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 著作権専門職 廃棄
1993 放送部放送管理課 著作権 著作物使用報告書 著作物使用報告書　開発センター（平成5年度） 放送部企画管理課長 1994/4/1 無期限 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 著作権専門職 廃棄
1994 放送部放送管理課 著作権 著作物使用報告書 著作物使用報告書（平成6年度：開発センター） 放送部企画管理課長 1995/4/1 無期限 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 著作権専門職 廃棄
1995 放送部放送管理課 著作権 著作物使用報告書 著作物使用報告書（平成7年度：開発センター） 放送部企画管理課長 1996/4/1 無期限 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 著作権専門職 廃棄
1996 放送部放送管理課 著作権 著作物使用報告書 著作物使用報告書（平成8年度：開発センター） 放送部企画管理課長 1997/4/1 無期限 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 著作権専門職 廃棄
1989 放送部放送管理課 著作権 著作物使用報告書 著作物使用報告書（平成元年度） 放送部企画管理課長 1990/4/1 無期限 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 著作権専門職 廃棄
1990 放送部放送管理課 著作権 著作物使用報告書 著作物使用報告書（平成2年度） 放送部企画管理課長 1991/4/1 無期限 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 著作権専門職 廃棄
1991 放送部放送管理課 著作権 著作物使用報告書 著作物使用報告書（平成3年度）（1） 放送部企画管理課長 1992/4/1 無期限 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 著作権専門職 廃棄
1991 放送部放送管理課 著作権 著作物使用報告書 著作物使用報告書（平成3年度）（2） 放送部企画管理課長 1992/4/1 無期限 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 著作権専門職 廃棄
1992 放送部放送管理課 著作権 著作物使用報告書 著作物使用報告書（平成4年度）　（1） 放送部企画管理課長 1993/4/1 無期限 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 著作権専門職 廃棄
1992 放送部放送管理課 著作権 著作物使用報告書 著作物使用報告書（平成4年度）　（2） 放送部企画管理課長 1993/4/1 無期限 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 著作権専門職 廃棄
1993 放送部放送管理課 著作権 著作物使用報告書 著作物使用報告書（平成5年度）　（1） 放送部企画管理課長 1994/4/1 無期限 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 著作権専門職 廃棄
1993 放送部放送管理課 著作権 著作物使用報告書 著作物使用報告書（平成5年度）　（2） 放送部企画管理課長 1994/4/1 無期限 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 著作権専門職 廃棄
1994 放送部放送管理課 著作権 著作物使用報告書 著作物使用報告書（平成6年度）1 放送部企画管理課長 1995/4/1 無期限 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 著作権専門職 廃棄
1994 放送部放送管理課 著作権 著作物使用報告書 著作物使用報告書（平成6年度）2 放送部企画管理課長 1995/4/1 無期限 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 著作権専門職 廃棄
1995 放送部放送管理課 著作権 著作物使用報告書 著作物使用報告書1（平成7年度） 放送部企画管理課長 1996/4/1 無期限 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 著作権専門職 廃棄
1995 放送部放送管理課 著作権 著作物使用報告書 著作物使用報告書2（平成7年度） 放送部企画管理課長 1996/4/1 無期限 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 著作権専門職 廃棄
1996 放送部放送管理課 著作権 著作物使用報告書 著作物使用報告書1（平成8年度） 放送部企画管理課長 1997/4/1 無期限 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 著作権専門職 廃棄
1996 放送部放送管理課 著作権 著作物使用報告書 著作物使用報告書2（平成8年度） 放送部企画管理課長 1997/4/1 無期限 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 著作権専門職 廃棄
1997 放送部放送管理課 著作権 著作物使用報告書 平成9（1997）年度制作　素材使用報告書 放送部企画管理課長 1998/4/1 無期限 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 著作権専門職 廃棄
1998 放送部放送管理課 著作権 著作物使用報告書 平成10（1998）年度制作　素材使用報告書 放送部企画管理課長 1999/4/1 無期限 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 著作権専門職 廃棄
1999 放送部放送管理課 著作権 著作物使用報告書 平成11（1999）年度制作　素材使用報告書 放送部企画管理課長 2000/4/1 無期限 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 著作権専門職 廃棄
2000 放送部放送管理課 著作権 著作物使用報告書 平成12（2000）年度制作　素材使用報告書 放送部企画管理課長 2001/4/1 無期限 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 著作権専門職 廃棄
2001 放送部放送管理課 著作権 著作物使用報告書 平成13（2001）年度制作　素材使用報告書 放送部企画管理課長 2002/4/1 無期限 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 著作権専門職 廃棄
2002 放送部放送管理課 著作権 著作物使用報告書 平成14（2002）年度制作　保存用著作権管理台帳（一般素材） 放送部企画管理課長 2003/4/1 無期限 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 著作権専門職 廃棄
1991 放送部放送管理課 著作権 著作物使用報告書 平成3年度著作物使用報告書　使用曲目報告書 放送部企画管理課長 1992/4/1 無期限 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 著作権専門職 廃棄
1989 放送部放送管理課 著作権 著作物使用報告書 平成元年度制作著作物使用報告書 放送部企画管理課長 1990/4/1 無期限 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 著作権専門職 廃棄
2006 放送部放送管理課 著作権 使用素材権利処理関係綴 インターネット実験配信権利処理　2006年度 放送部企画管理課長 2007/4/1 無期限 紙 放送管理課 放送部放送管理課長 著作権専門職 廃棄
2003 放送部放送管理課 著作権 使用素材権利処理関係綴 ラジオ　使用素材権利処理関係綴　’03 放送部企画管理課長 2004/4/1 無期限 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 著作権専門職 廃棄
2004 放送部放送管理課 著作権 使用素材権利処理関係綴 ラジオ　使用素材権利処理関係綴　’04 放送部企画管理課長 2005/4/1 無期限 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 著作権専門職 廃棄
2005 放送部放送管理課 著作権 使用素材権利処理関係綴 ラジオ　使用素材権利処理関係綴　’05－A 放送部企画管理課長 2006/4/1 無期限 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 著作権専門職 廃棄
2005 放送部放送管理課 著作権 使用素材権利処理関係綴 ラジオ　使用素材権利処理関係綴　’05－B 放送部企画管理課長 2006/4/1 無期限 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 著作権専門職 廃棄
2006 放送部放送管理課 著作権 使用素材権利処理関係綴 ラジオ使用素材権利処理関係資料綴06 放送部企画管理課長 2007/4/1 無期限 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 著作権専門職 廃棄
2002 放送部放送管理課 著作権 使用素材権利処理関係綴 実験番組関係著作権処理関連資料 放送部企画管理課長 2003/4/1 無期限 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 著作権専門職 廃棄
2006 放送部放送管理課 著作権 使用素材権利処理関係綴 使用素材権利処理関係資料（06制作07放送）ラジオ（一部テレビを含む） 放送部企画管理課長 2007/4/1 無期限 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 著作権専門職 廃棄
2007 放送部放送管理課 著作権 使用素材権利処理関係綴 使用素材権利処理関係資料（07制作08放送）（ラジオテレビ一部他）　№2 放送部企画管理課長 2008/4/1 無期限 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 著作権専門職 廃棄
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2007 放送部放送管理課 著作権 使用素材権利処理関係綴 使用素材権利処理関係資料（07制作08放送）ラジオ（一部テレビを含む） 放送部企画管理課長 2008/4/1 無期限 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 著作権専門職 廃棄
2008 放送部放送管理課 著作権 使用素材権利処理関係綴 使用素材権利処理関係資料（08制作09放送）（ラジオ　テレビ一部　他） 放送部企画管理課長 2009/4/1 無期限 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 著作権専門職 廃棄
2009 放送部放送管理課 著作権 使用素材権利処理関係綴 使用素材権利処理関係資料（09制作延長処理） 放送部企画管理課長 2010/4/1 無期限 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 著作権専門職 廃棄
2010 放送部放送管理課 著作権 使用素材権利処理関係綴 使用素材権利処理関係資料（10制作延長処理） 放送部企画管理課長 2011/4/1 無期限 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 著作権専門職 廃棄
2011 放送部放送管理課 著作権 使用素材権利処理関係綴 使用素材権利処理関係資料（11制作延長処理） 放送部企画管理課長 2012/4/1 無期限 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 著作権専門職 廃棄
2012 放送部放送管理課 著作権 使用素材権利処理関係綴 使用素材権利処理関係資料（12制作延長処理） 放送部企画管理課長 2013/4/1 無期限 紙 放送管理課 放送部放送管理課長 著作権専門職 廃棄
2013 放送部放送管理課 著作権 使用素材権利処理関係綴 利用素材権利処理関係資料（13制作延長処理） 放送部企画管理課長 2014/4/1 無期限 紙 放送管理課 放送部放送管理課長 著作権専門職 廃棄
2014 放送部放送管理課 著作権 使用素材権利処理関係綴 利用素材権利処理関係資料（14制作延長処理） 放送部企画管理課長 2015/4/1 無期限 紙 放送管理課 放送部放送管理課長 著作権専門職 廃棄
2015 放送部放送管理課 著作権 使用素材権利処理関係綴 利用素材権利処理関係資料（15制作延長処理） 放送部企画管理課長 2016/4/1 無期限 紙 放送管理課 放送部放送管理課長 著作権専門職 廃棄
2016 放送部放送管理課 著作権 使用素材権利処理関係綴 利用素材権利処理関係資料（16制作延長処理） 放送部企画管理課長 2017/4/1 無期限 紙 放送管理課 放送部放送管理課長 著作権専門職 廃棄
2017 放送部放送管理課 著作権 使用素材権利処理関係綴 利用素材権利処理関係資料No.1（17制作延長処理） 放送部企画管理課長 2018/4/1 無期限 紙 放送管理課 放送部放送管理課長 著作権専門職 廃棄
2017 放送部放送管理課 著作権 使用素材権利処理関係綴 利用素材権利処理関係資料No.2（17制作延長処理） 放送部企画管理課長 2018/4/1 無期限 紙 放送管理課 放送部放送管理課長 著作権専門職 廃棄
2018 放送部放送管理課 著作権 使用素材権利処理関係綴 利用素材権利処理関係資料No.1（18制作延長処理） 放送部企画管理課長 2019/4/1 無期限 紙 放送管理課 放送部放送管理課長 著作権専門職 廃棄
2018 放送部放送管理課 著作権 使用素材権利処理関係綴 利用素材権利処理関係資料No.2（18制作延長処理） 放送部企画管理課長 2019/4/1 無期限 紙 放送管理課 放送部放送管理課長 著作権専門職 廃棄
2019 放送部放送管理課 著作権 使用素材権利処理関係綴 利用素材権利処理関係資料No.1（19制作延長処理） 放送部企画管理課長 2020/4/1 無期限 紙 放送管理課 放送部放送管理課長 著作権専門職 廃棄
2006 放送部放送管理課 著作権 著作権関係契約書 H18年度　承諾書 放送部企画管理課長 2007/4/1 無期限 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 業務係 廃棄
2007 放送部放送管理課 著作権 著作権関係契約書 H19年度　承諾書 放送部企画管理課長 2008/4/1 無期限 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 業務係 廃棄
2008 放送部放送管理課 著作権 著作権関係契約書 H20年度　承諾書 放送部企画管理課長 2009/4/1 無期限 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 業務係 廃棄
2009 放送部放送管理課 著作権 著作権関係契約書 H21年度　承諾書 放送部企画管理課長 2010/4/1 無期限 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 業務係 廃棄
2010 放送部放送管理課 著作権 著作権関係契約書 H22年度　承諾書 放送部企画管理課長 2011/4/1 無期限 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 業務係 廃棄
2011 放送部放送管理課 著作権 著作権関係契約書 H23年度　承諾書 放送部企画管理課長 2012/4/1 無期限 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 業務係 廃棄
2012 放送部放送管理課 著作権 著作権関係契約書 H24年度　承諾書 放送部企画管理課長 2013/4/1 無期限 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 業務係 廃棄
2013 放送部放送管理課 著作権 著作権関係契約書 H25年度　承諾書 放送部企画管理課長 2014/4/1 無期限 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 業務係 廃棄
2014 放送部放送管理課 著作権 著作権関係契約書 H26年度　承諾書 放送部企画管理課長 2015/4/1 無期限 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 業務係 廃棄
2015 放送部放送管理課 著作権 著作権関係契約書 H27年度　承諾書 放送部企画管理課長 2016/4/1 無期限 紙 放送管理課 放送部放送管理課長 業務係 廃棄
2016 放送部放送管理課 著作権 著作権関係契約書 H28年度　承諾書 放送部企画管理課長 2017/4/1 無期限 紙 放送管理課 放送部放送管理課長 業務係 廃棄
2017 放送部放送管理課 著作権 著作権関係契約書 H29年度　承諾書 放送部企画管理課長 2018/4/1 無期限 紙 放送管理課 放送部放送管理課長 業務係 廃棄
2018 放送部放送管理課 著作権 著作権関係契約書 H30年度　承諾書 放送部企画管理課長 2019/4/1 無期限 紙 放送管理課 放送部放送管理課長 業務係 廃棄
2018 放送部放送管理課 著作権 著作権関係契約書 H30年度　承諾書（特別講義・告知番組） 放送部企画管理課長 2019/4/1 無期限 紙 放送管理課 放送部放送管理課長 業務係 廃棄
2018 放送部放送管理課 著作権 著作権関係契約書 H30年度　承諾書（生涯学習支援番組） 放送部企画管理課長 2019/4/1 無期限 紙 放送管理課 放送部放送管理課長 業務係 廃棄
2019 放送部放送管理課 著作権 著作権関係契約書 H31/R1年度　承諾書（テレビ）① 放送部企画管理課長 2020/4/1 無期限 紙 放送管理課 放送部放送管理課長 業務係 廃棄
2019 放送部放送管理課 著作権 著作権関係契約書 H31/R1年度　承諾書（テレビ）② 放送部企画管理課長 2020/4/1 無期限 紙 放送管理課 放送部放送管理課長 業務係 廃棄
2019 放送部放送管理課 著作権 著作権関係契約書 H31/R1年度　承諾書（ラジオ・特別講義・告知） 放送部企画管理課長 2020/4/1 無期限 紙 放送管理課 放送部放送管理課長 業務係 廃棄
2019 放送部放送管理課 著作権 著作権関係契約書 H31/R1年度　承諾書（生涯学習支援番組） 放送部企画管理課長 2020/4/1 無期限 紙 放送管理課 放送部放送管理課長 業務係 廃棄
2019 放送部放送管理課 著作権 著作権関係契約書 著作権関係契約書（原本・利用許諾）S59年度～R1年度 放送部企画管理課長 2020/4/1 無期限 紙 放送管理課 放送部放送管理課長 著作権専門職 廃棄
2002 放送部放送管理課 著作権 著作権関係契約書 著作権関係契約書1（放送教材）Ｓ59年度～H14年度 放送部企画管理課長 2003/4/1 無期限 紙 放送管理課 放送部放送管理課長 著作権専門職 廃棄
2019 放送部放送管理課 著作権 著作権関係契約書 番組テーマ音楽覚書（Ｓ60年度～R1年度） 放送部企画管理課長 2020/4/1 無期限 紙 放送管理課 放送部放送管理課長 著作権専門職 廃棄
2005 放送部放送管理課 著作権 著作権処理データベース 著作権データベース　設計書・操作マニュアル等（2005年3月） 放送部企画管理課長 2006/4/1 無期限 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 著作権専門職 廃棄
2006 放送部放送管理課 著作権 著作権処理データベース 著作権データベース　設計書・操作マニュアル等（2006年3月） 放送部企画管理課長 2007/4/1 無期限 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 著作権専門職 廃棄
2008 放送部放送管理課 著作権 著作権処理データベース 著作物等の適切な利用に関する検討会 放送部企画管理課長 2009/4/1 無期限 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 著作権専門職 廃棄
2009 放送部放送管理課 著作権 著作権処理データベース 放送教材著作権データベース（2009年3月） 放送部企画管理課長 2010/4/1 無期限 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 著作権専門職 廃棄
2005 放送部放送管理課 著作権 著作権処理データベース 放送教材著作権処理データベース　プログラム開発等　研究会関係 放送部企画管理課長 2006/4/1 無期限 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 著作権専門職 廃棄
1995 放送部放送管理課 著作権 延長分著作権処理資料 平成7年度一年延長科目著作権処理資料 放送部企画管理課長 1996/4/1 無期限 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 著作権専門職 廃棄
1996 放送部放送管理課 著作権 延長分著作権処理資料 平成8年度一年延長科目著作権処理資料 放送部企画管理課長 1997/4/1 無期限 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 著作権専門職 廃棄
1997 放送部放送管理課 著作権 延長分著作権処理資料 平成9年度一年延長科目著作権処理資料 放送部企画管理課長 1998/4/1 無期限 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 著作権専門職 廃棄
1998 放送部放送管理課 著作権 延長分著作権処理資料 平成10年度一年延長科目著作権処理資料 放送部企画管理課長 1999/4/1 無期限 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 著作権専門職 廃棄
1999 放送部放送管理課 著作権 延長分著作権処理資料 平成11年度一年延長科目著作権処理資料 放送部企画管理課長 2000/4/1 無期限 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 著作権専門職 廃棄
2000 放送部放送管理課 著作権 延長分著作権処理資料 平成12年度一年延長科目著作権処理資料 放送部企画管理課長 2001/4/1 無期限 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 著作権専門職 廃棄
2001 放送部放送管理課 著作権 延長分著作権処理資料 平成13年度一年延長科目著作権処理資料 放送部企画管理課長 2002/4/1 無期限 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 著作権専門職 廃棄
2002 放送部放送管理課 著作権 延長分著作権処理資料 平成14年度一年延長科目著作権処理資料 放送部企画管理課長 2003/4/1 無期限 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 著作権専門職 廃棄
2003 放送部放送管理課 著作権 延長分著作権処理資料 平成15年度一年延長科目著作権処理資料 放送部企画管理課長 2004/4/1 無期限 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 著作権専門職 廃棄
2004 放送部放送管理課 著作権 延長分著作権処理資料 平成16年度一年延長科目著作権処理資料 放送部企画管理課長 2005/4/1 無期限 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 著作権専門職 廃棄
1995 放送部放送管理課 著作権 延長分著作権処理資料 平成7年度「特別講義」延長分著作権処理資料 放送部企画管理課長 1996/4/1 無期限 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 著作権専門職 廃棄
1996 放送部放送管理課 著作権 延長分著作権処理資料 平成8年度「特別講義」延長分著作権処理資料 放送部企画管理課長 1997/4/1 無期限 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 著作権専門職 廃棄
1997 放送部放送管理課 著作権 延長分著作権処理資料 平成9年度「特別講義」延長分著作権処理資料 放送部企画管理課長 1998/4/1 無期限 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 著作権専門職 廃棄
1998 放送部放送管理課 著作権 延長分著作権処理資料 平成10年度「特別講義」延長分著作権処理資料 放送部企画管理課長 1999/4/1 無期限 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 著作権専門職 廃棄
1999 放送部放送管理課 著作権 延長分著作権処理資料 平成11年度「特別講義」延長分著作権処理資料 放送部企画管理課長 2000/4/1 無期限 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 著作権専門職 廃棄
2000 放送部放送管理課 著作権 延長分著作権処理資料 平成12年度「特別講義」延長分著作権処理資料 放送部企画管理課長 2001/4/1 無期限 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 著作権専門職 廃棄
2002 放送部放送管理課 著作権 延長分著作権処理資料 放送回数12回を超える手続関係資料 放送部企画管理課長 2003/4/1 無期限 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 著作権専門職 廃棄
1997 放送部放送管理課 著作権 使用曲目報告書 レコード使用状況　平成2年度～平成9年度 放送部企画管理課長 1998/4/1 無期限 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 著作権専門職 廃棄
2001 放送部放送管理課 著作権 使用曲目報告書 レコード使用状況　平成10年度～13年度 放送部企画管理課長 2002/4/1 無期限 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 著作権専門職 廃棄
2004 放送部放送管理課 著作権 使用曲目報告書 レコード使用状況　平成14年度～16年度 放送部企画管理課長 2005/4/1 無期限 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 著作権専門職 廃棄
1990 放送部放送管理課 著作権 使用曲目報告書 音楽使用曲目報告書（平成2年度） 放送部企画管理課長 1991/4/1 無期限 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 著作権専門職 廃棄
1991 放送部放送管理課 著作権 使用曲目報告書 音楽使用曲目報告書（平成3年度） 放送部企画管理課長 1992/4/1 無期限 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 著作権専門職 廃棄
1992 放送部放送管理課 著作権 使用曲目報告書 音楽使用曲目報告書（平成4年度） 放送部企画管理課長 1993/4/1 無期限 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 著作権専門職 廃棄
1993 放送部放送管理課 著作権 使用曲目報告書 音楽使用曲目報告書（平成5年度） 放送部企画管理課長 1994/4/1 無期限 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 著作権専門職 廃棄
1994 放送部放送管理課 著作権 使用曲目報告書 音楽使用曲目報告書（平成6年度） 放送部企画管理課長 1995/4/1 無期限 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 著作権専門職 廃棄
1995 放送部放送管理課 著作権 使用曲目報告書 音楽使用曲目報告書（平成7年度） 放送部企画管理課長 1996/4/1 無期限 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 著作権専門職 廃棄
1996 放送部放送管理課 著作権 使用曲目報告書 音楽使用曲目報告書（平成8年度） 放送部企画管理課長 1997/4/1 無期限 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 著作権専門職 廃棄
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1997 放送部放送管理課 著作権 使用曲目報告書 音楽使用曲目報告書（平成9年度） 放送部企画管理課長 1998/4/1 無期限 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 著作権専門職 廃棄
1985 放送部放送管理課 著作権 使用曲目報告書 音楽著作物使用許諾申請書　使用曲目明細書　昭和59　60年度 放送部企画管理課長 1986/4/1 無期限 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 著作権専門職 廃棄
1987 放送部放送管理課 著作権 使用曲目報告書 音楽著作物使用許諾申請書　昭和61年度　昭和62年度制作 放送部企画管理課長 1988/4/1 無期限 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 著作権専門職 廃棄
2004 放送部放送管理課 著作権 使用曲目報告書 使用曲目報告（平成16年度制作　17年度放送） 放送部企画管理課長 2005/4/1 無期限 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 著作権専門職 廃棄
2005 放送部放送管理課 著作権 使用曲目報告書 使用曲目報告（平成17年度制作　18年度放送） 放送部企画管理課長 2006/4/1 無期限 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 著作権専門職 廃棄
2006 放送部放送管理課 著作権 使用曲目報告書 使用曲目報告（平成18年度制作　19年度放送） 放送部企画管理課長 2007/4/1 無期限 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 著作権専門職 廃棄
2009 放送部放送管理課 著作権 使用曲目報告書 使用曲目報告書（09制作　10放送） 放送部企画管理課長 2010/4/1 無期限 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 著作権専門職 廃棄
2010 放送部放送管理課 著作権 使用曲目報告書 使用曲目報告書（10制作　11放送） 放送部企画管理課長 2011/4/1 無期限 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 著作権専門職 廃棄
2011 放送部放送管理課 著作権 使用曲目報告書 使用曲目報告書（11制作　12放送） 放送部企画管理課長 2012/4/1 無期限 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 著作権専門職 廃棄
2012 放送部放送管理課 著作権 使用曲目報告書 使用曲目報告書（12制作　13放送） 放送部企画管理課長 2013/4/1 無期限 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 著作権専門職 廃棄
1986 放送部放送管理課 著作権 使用曲目報告書 使用曲目報告書（61年度） 放送部企画管理課長 1987/4/1 無期限 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 著作権専門職 廃棄
1989 放送部放送管理課 著作権 使用曲目報告書 使用曲目報告書（63・元年度） 放送部企画管理課長 1990/4/1 無期限 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 著作権専門職 廃棄
2000 放送部放送管理課 著作権 使用曲目報告書 使用曲目報告書（平成11年度～12年度） 放送部企画管理課長 2001/4/1 無期限 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 著作権専門職 廃棄
2002 放送部放送管理課 著作権 使用曲目報告書 使用曲目報告書（平成13年度～14年度） 放送部企画管理課長 2003/4/1 無期限 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 著作権専門職 廃棄
2004 放送部放送管理課 著作権 使用曲目報告書 使用曲目報告書（平成15年度～16年度） 放送部企画管理課長 2005/4/1 無期限 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 著作権専門職 廃棄
2007 放送部放送管理課 著作権 使用曲目報告書 使用曲目報告書（平成19年度制作　20年度放送） 放送部企画管理課長 2008/4/1 無期限 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 著作権専門職 廃棄
2008 放送部放送管理課 著作権 使用曲目報告書 使用曲目報告書（平成20年度制作　21年度放送） 放送部企画管理課長 2009/4/1 無期限 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 著作権専門職 廃棄
1998 放送部放送管理課 著作権 使用曲目報告書 使用曲目報告書（平成4年度～10年度） 放送部企画管理課長 1999/4/1 無期限 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 著作権専門職 廃棄
1985 放送部放送管理課 著作権 使用曲目報告書 使用曲目報告書（予告番組　58　59　60年度） 放送部企画管理課長 1986/4/1 無期限 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 著作権専門職 廃棄
1986 放送部放送管理課 著作権 使用曲目報告書 放送曲目報告書（TV・R）　61年度1学期 放送部企画管理課長 1987/4/1 無期限 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 著作権専門職 廃棄
1986 放送部放送管理課 著作権 使用曲目報告書 放送曲目報告書（TV・R）　61年度2学期 放送部企画管理課長 1987/4/1 無期限 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 著作権専門職 廃棄
1986 放送部放送管理課 著作権 使用曲目報告書 放送曲目報告書（TV・R）　61年度3学期 放送部企画管理課長 1987/4/1 無期限 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 著作権専門職 廃棄
1985 放送部放送管理課 著作権 使用曲目報告書 放送使用曲目報告書　（社）日本音楽著作権協会 放送部企画管理課長 1986/4/1 無期限 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 著作権専門職 廃棄
1985 放送部放送管理課 著作権 使用曲目報告書 放送使用曲目報告書　60.11～61.3 放送部企画管理課長 1986/4/1 無期限 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 著作権専門職 廃棄
1986 放送部放送管理課 著作権 使用曲目報告書 放送使用曲目報告書　61.4～62.3 放送部企画管理課長 1987/4/1 無期限 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 著作権専門職 廃棄
1988 放送部放送管理課 著作権 使用曲目報告書 放送使用曲目報告書　62.4～元.3まで 放送部企画管理課長 1989/4/1 無期限 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 著作権専門職 廃棄
2004 放送部放送管理課 著作権 使用曲目報告書 放送使用曲目報告書　大学の窓　H11.4月～H17.3月 放送部企画管理課長 2005/4/1 無期限 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 著作権専門職 廃棄
1997 放送部放送管理課 著作権 使用曲目報告書 放送使用曲目報告書　大学の窓　H6.4月～H10.3月 放送部企画管理課長 1998/4/1 無期限 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 著作権専門職 廃棄
1985 放送部放送管理課 著作権 使用曲目報告書 放送使用曲目報告書（テレビ・ラジオ）　NO.1　昭和60年　4月5月6月 放送部企画管理課長 1986/4/1 無期限 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 著作権専門職 廃棄
1985 放送部放送管理課 著作権 使用曲目報告書 放送使用曲目報告書（テレビ・ラジオ）　NO.2　昭和60年　7月8月9月 放送部企画管理課長 1986/4/1 無期限 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 著作権専門職 廃棄
1985 放送部放送管理課 著作権 使用曲目報告書 放送使用曲目報告書（テレビ・ラジオ）　NO.3　昭和60年　10月11月12月 放送部企画管理課長 1986/4/1 無期限 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 著作権専門職 廃棄
1985 放送部放送管理課 著作権 使用曲目報告書 放送使用曲目報告書（テレビ・ラジオ）　NO.4　昭和61年　1月2月3月 放送部企画管理課長 1986/4/1 無期限 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 著作権専門職 廃棄
1989 放送部放送管理課 著作権 使用曲目報告書 放送使用曲目報告書（毎月）　JASRAC宛　放送部企画管理課業務係 放送部企画管理課長 1990/4/1 無期限 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 著作権専門職 廃棄
2013 放送部放送管理課 著作権 使用曲目報告書 利用曲目報告書（13制作　14放送） 放送部企画管理課長 2014/4/1 無期限 紙 放送管理課 放送部放送管理課長 著作権専門職 廃棄
2014 放送部放送管理課 著作権 使用曲目報告書 利用曲目報告書（14制作　15放送） 放送部企画管理課長 2015/4/1 無期限 紙 放送管理課 放送部放送管理課長 著作権専門職 廃棄
2015 放送部放送管理課 著作権 使用曲目報告書 利用曲目報告書（15制作　16放送） 放送部企画管理課長 2016/4/1 無期限 紙 放送管理課 放送部放送管理課長 著作権専門職 廃棄
2016 放送部放送管理課 著作権 使用曲目報告書 利用曲目報告書（16制作　17放送） 放送部企画管理課長 2017/4/1 無期限 紙 放送管理課 放送部放送管理課長 著作権専門職 廃棄
2017 放送部放送管理課 著作権 使用曲目報告書 利用曲目報告書（17制作　18放送） 放送部企画管理課長 2018/4/1 無期限 紙 放送管理課 放送部放送管理課長 著作権専門職 廃棄
2018 放送部放送管理課 著作権 使用曲目報告書 利用曲目報告書（18制作　19放送） 放送部企画管理課長 2019/4/1 無期限 紙 放送管理課 放送部放送管理課長 著作権専門職 廃棄
2019 放送部放送管理課 著作権 使用曲目報告書 利用曲目報告書（19制作　20放送） 放送部企画管理課長 2020/4/1 無期限 紙 放送管理課 放送部放送管理課長 著作権専門職 廃棄
2018 放送部放送管理課 著作権 使用曲目報告書 生涯学習支援番組素材関係資料（一般素材・利用曲目）（18制作　19放送） 放送部企画管理課長 2019/4/1 無期限 紙 放送管理課 放送部放送管理課長 著作権専門職 廃棄
2019 放送部放送管理課 著作権 使用曲目報告書 生涯学習支援番組素材関係資料（一般素材・利用曲目）（19制作　20放送） 放送部企画管理課長 2020/4/1 無期限 紙 放送管理課 放送部放送管理課長 著作権専門職 廃棄
2019 放送部放送管理課 著作権 使用曲目報告書 オンライン科目（楽曲利用報告書）（開講2016～2019） 放送部企画管理課長 2020/4/1 無期限 紙 放送管理課 放送部放送管理課長 著作権専門職 廃棄
1995 放送部放送管理課 受信対策 再放送（再送信）同意文書 再送信同意文書（平成7年度） 放送部企画管理課長 1996/4/1 5年（失効後） 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 総務係 廃棄
1996 放送部放送管理課 受信対策 再放送（再送信）同意文書 再送信同意文書（平成8年度） 放送部企画管理課長 1997/4/1 5年（失効後） 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 総務係 廃棄
1997 放送部放送管理課 受信対策 再放送（再送信）同意文書 再送信同意文書（平成9年度） 放送部企画管理課長 1998/4/1 5年（失効後） 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 総務係 廃棄
1998 放送部放送管理課 受信対策 再放送（再送信）同意文書 再送信同意文書（平成10年度） 放送部企画管理課長 1999/4/1 5年（失効後） 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 総務係 廃棄
1999 放送部放送管理課 受信対策 再放送（再送信）同意文書 再送信同意文書（平成11年度） 放送部企画管理課長 2000/4/1 5年（失効後） 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 総務係 廃棄
2000 放送部放送管理課 受信対策 再放送（再送信）同意文書 再送信同意文書（平成12年度） 放送部企画管理課長 2001/4/1 5年（失効後） 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 総務係 廃棄
2001 放送部放送管理課 受信対策 再放送（再送信）同意文書 再送信同意文書（平成13年度） 放送部企画管理課長 2002/4/1 5年（失効後） 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 総務係 廃棄
2002 放送部放送管理課 受信対策 再放送（再送信）同意文書 再送信同意文書（平成14年度） 放送部企画管理課長 2003/4/1 5年（失効後） 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 総務係 廃棄
2003 放送部放送管理課 受信対策 再放送（再送信）同意文書 再送信同意文書（平成15年度） 放送部企画管理課長 2004/4/1 5年（失効後） 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 総務係 廃棄
2004 放送部放送管理課 受信対策 再放送（再送信）同意文書 再送信同意文書（ＣＡＴＶ）（H16年度） 放送部企画管理課長 2005/4/1 5年（失効後） 紙 放送管理課 放送部放送管理課長 総務係 廃棄
2005 放送部放送管理課 受信対策 再放送（再送信）同意文書 再送信同意文書（ＣＡＴＶ）（H17年度） 放送部企画管理課長 2006/4/1 5年（失効後） 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 総務係 廃棄
2006 放送部放送管理課 受信対策 再放送（再送信）同意文書 再送信同意文書（ＣＡＴＶ）（H18年度） 放送部企画管理課長 2007/4/1 5年（失効後） 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 総務係 廃棄
2007 放送部放送管理課 受信対策 再放送（再送信）同意文書 再送信同意文書（ＣＡＴＶ）（H19年度） 放送部企画管理課長 2008/4/1 5年（失効後） 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 総務係 廃棄
2008 放送部放送管理課 受信対策 再放送（再送信）同意文書 再送信同意文書（ＣＡＴＶ）（H20年度） 放送部企画管理課長 2009/4/1 5年（失効後） 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 総務係 廃棄
2009 放送部放送管理課 受信対策 再放送（再送信）同意文書 再送信同意文書（ＣＡＴＶ）（H21年度） 放送部企画管理課長 2010/4/1 5年（失効後） 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 総務係 廃棄
2010 放送部放送管理課 受信対策 再放送（再送信）同意文書 再送信同意文書（ＣＡＴＶ）（H22年度） 放送部企画管理課長 2011/4/1 5年（失効後） 紙 放送管理課 放送部放送管理課長 総務係 廃棄
2011 放送部放送管理課 受信対策 再放送（再送信）同意文書 再送信同意文書（ＣＡＴＶ）（H23年度） 放送部企画管理課長 2012/4/1 5年（失効後） 紙 放送管理課 放送部放送管理課長 総務係 廃棄
2012 放送部放送管理課 受信対策 再放送（再送信）同意文書 再放送同意文書（ＣＡＴＶ）（H24年度） 放送部企画管理課長 2013/4/1 5年（失効後） 紙 放送管理課 放送部放送管理課長 総務係 廃棄
2013 放送部放送管理課 受信対策 再放送（再送信）同意文書 再放送同意文書（ＣＡＴＶ）（H25年度） 放送部企画管理課長 2014/4/1 5年（失効後） 紙 放送管理課 放送部放送管理課長 総務係 廃棄
2014 放送部放送管理課 受信対策 再放送（再送信）同意文書 再放送同意文書（ＣＡＴV）（H26年度） 放送部企画管理課長 2015/4/1 5年（失効後） 紙 放送管理課 放送部放送管理課長 総務係 廃棄
2015 放送部放送管理課 受信対策 再放送（再送信）同意文書 再放送同意文書（ＣＡＴV）（H27年度） 放送部企画管理課長 2016/4/1 5年（失効後） 紙 放送管理課 放送部放送管理課長 総務係 廃棄
2016 放送部放送管理課 受信対策 再放送（再送信）同意文書 再放送同意文書（ＣＡＴV）（H28年度） 放送部企画管理課長 2017/4/1 5年（失効後） 紙 放送管理課 放送部放送管理課長 総務係 廃棄
2017 放送部放送管理課 受信対策 再放送（再送信）同意文書 再放送同意文書（ＣＡＴV）（H29年度） 放送部企画管理課長 2018/4/1 5年（失効後） 紙 放送管理課 放送部放送管理課長 総務係 廃棄
2018 放送部放送管理課 受信対策 再放送（再送信）同意文書 再放送同意文書（ＣＡＴV）（H30年度） 放送部企画管理課長 2019/4/1 5年（失効後） 紙 放送管理課 放送部放送管理課長 総務係 廃棄
2019 放送部放送管理課 受信対策 再放送（再送信）同意文書 再放送同意文書（ＣＡＴＶ）（Ｈ31年度） 放送部企画管理課長 2020/4/1 5年（失効後） 紙 放送管理課 放送部放送管理課長 総務係 廃棄
2004 放送部放送管理課 受信対策 再放送（再送信）同意文書 再送信同意文書（難視聴）（H16年度） 放送部企画管理課長 2005/4/1 5年（失効後） 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 総務係 廃棄
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措置結果
2005 放送部放送管理課 受信対策 再放送（再送信）同意文書 再送信同意文書（難視聴）（H17年度） 放送部企画管理課長 2006/4/1 5年（失効後） 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 総務係 廃棄
2006 放送部放送管理課 受信対策 再放送（再送信）同意文書 再送信同意文書（難視聴）（H18年度） 放送部企画管理課長 2007/4/1 5年（失効後） 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 総務係 廃棄
2007 放送部放送管理課 受信対策 再放送（再送信）同意文書 再送信同意文書（難視聴）（H19年度） 放送部企画管理課長 2008/4/1 5年（失効後） 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 総務係 廃棄
2008 放送部放送管理課 受信対策 再放送（再送信）同意文書 再送信同意文書（難視聴）（H20年度） 放送部企画管理課長 2009/4/1 5年（失効後） 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 総務係 廃棄
2009 放送部放送管理課 受信対策 再放送（再送信）同意文書 再送信同意文書（難視聴）（H21年度） 放送部企画管理課長 2010/4/1 5年（失効後） 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 総務係 廃棄
2010 放送部放送管理課 受信対策 再放送（再送信）同意文書 再送信同意文書（難視聴）（H22年度） 放送部企画管理課長 2011/4/1 5年（失効後） 紙 放送管理課 放送部放送管理課長 総務係 廃棄
2011 放送部放送管理課 受信対策 再放送（再送信）同意文書 再送信同意文書（難視聴）（H23年度） 放送部企画管理課長 2012/4/1 5年（失効後） 紙 放送管理課 放送部放送管理課長 総務係 廃棄
2012 放送部放送管理課 受信対策 再放送（再送信）同意文書 再放送同意文書（難視聴）（H24年度） 放送部企画管理課長 2013/4/1 5年（失効後） 紙 放送管理課 放送部放送管理課長 総務係 廃棄
2013 放送部放送管理課 受信対策 再放送（再送信）同意文書 再放送同意文書（難視聴）（H25年度） 放送部企画管理課長 2014/4/1 5年（失効後） 紙 放送管理課 放送部放送管理課長 総務係 廃棄
2014 放送部放送管理課 受信対策 再放送（再送信）同意文書 再放送同意文書（難視聴）（H26年度） 放送部企画管理課長 2015/4/1 5年（失効後） 紙 放送管理課 放送部放送管理課長 総務係 廃棄
2015 放送部放送管理課 受信対策 再放送（再送信）同意文書 再放送同意文書（難視聴）（H27年度） 放送部企画管理課長 2016/4/1 5年（失効後） 紙 放送管理課 放送部放送管理課長 総務係 廃棄
2016 放送部放送管理課 受信対策 再放送（再送信）同意文書 再放送同意文書（難視聴）（H28年度） 放送部企画管理課長 2017/4/1 5年（失効後） 紙 放送管理課 放送部放送管理課長 総務係 廃棄
2017 放送部放送管理課 受信対策 再放送（再送信）同意文書 再放送同意文書（難視聴）（H29年度） 放送部企画管理課長 2018/4/1 5年（失効後） 紙 放送管理課 放送部放送管理課長 総務係 廃棄
2018 放送部放送管理課 受信対策 再放送（再送信）同意文書 再放送同意文書（難視聴）（H30年度） 放送部企画管理課長 2019/4/1 5年（失効後） 紙 放送管理課 放送部放送管理課長 総務係 廃棄
2019 放送部放送管理課 受信対策 再放送（再送信）同意文書 再放送同意文書（難視聴）（Ｈ31年度） 放送部企画管理課長 2020/4/1 5年（失効後） 紙 放送管理課 放送部放送管理課長 総務係 廃棄
1983 放送部放送管理課 受信対策 再放送（再送信）同意文書 再送信同意書写し1（Ｒ） 放送部企画管理課長 1984/4/1 5年（失効後） 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 総務係 廃棄
1983 放送部放送管理課 受信対策 再放送（再送信）同意文書 再送信同意書写し1（ＴＶ） 放送部企画管理課長 1984/4/1 5年（失効後） 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 総務係 廃棄
1986 放送部放送管理課 受信対策 再放送（再送信）同意文書 再送信同意書写し2（Ｒ） 放送部企画管理課長 1987/4/1 5年（失効後） 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 総務係 廃棄
1984 放送部放送管理課 受信対策 再放送（再送信）同意文書 再送信同意書写し2（ＴＶ） 放送部企画管理課長 1985/4/1 5年（失効後） 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 総務係 廃棄
1985 放送部放送管理課 受信対策 再放送（再送信）同意文書 再送信同意書写し3（ＴＶ） 放送部企画管理課長 1986/4/1 5年（失効後） 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 総務係 廃棄
1985 放送部放送管理課 受信対策 再放送（再送信）同意文書 再送信同意書写し4（ＴＶ） 放送部企画管理課長 1986/4/1 5年（失効後） 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 総務係 廃棄
1986 放送部放送管理課 受信対策 再放送（再送信）同意文書 再送信同意書写し5（ＴＶ） 放送部企画管理課長 1987/4/1 5年（失効後） 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 総務係 廃棄
1987 放送部放送管理課 受信対策 再放送（再送信）同意文書 再送信同意書写し6（ＴＶ） 放送部企画管理課長 1988/4/1 5年（失効後） 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 総務係 廃棄
1996 放送部放送管理課 受信対策 再放送（再送信）同意文書 再送信同意地上波1 放送部企画管理課長 1997/4/1 5年（失効後） 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 総務係 廃棄
1996 放送部放送管理課 受信対策 再放送（再送信）同意文書 再送信同意地上波2 放送部企画管理課長 1997/4/1 5年（失効後） 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 総務係 廃棄
1996 放送部放送管理課 受信対策 再放送（再送信）同意文書 再送信同意地上波3 放送部企画管理課長 1997/4/1 5年（失効後） 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 総務係 廃棄
1996 放送部放送管理課 受信対策 再放送（再送信）同意文書 再送信同意地上波4 放送部企画管理課長 1997/4/1 5年（失効後） 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 総務係 廃棄
1984 放送部放送管理課 受信対策 再放送（再送信）同意文書 再送信同意文書1（区域外） 放送部企画管理課長 1985/4/1 5年（失効後） 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 総務係 廃棄
1984 放送部放送管理課 受信対策 再放送（再送信）同意文書 再送信同意文書2（区域外） 放送部企画管理課長 1985/4/1 5年（失効後） 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 総務係 廃棄
1986 放送部放送管理課 受信対策 再放送（再送信）同意文書 再送信同意文書3（区域外） 放送部企画管理課長 1987/4/1 5年（失効後） 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 総務係 廃棄
1986 放送部放送管理課 受信対策 再放送（再送信）同意文書 再送信同意文書4（区域外） 放送部企画管理課長 1987/4/1 5年（失効後） 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 総務係 廃棄
1987 放送部放送管理課 受信対策 再放送（再送信）同意文書 再送信同意文書5（区域外） 放送部企画管理課長 1988/4/1 5年（失効後） 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 総務係 廃棄
1984 放送部放送管理課 受信対策 再放送（再送信）同意文書 再送信同意文書1 放送部企画管理課長 1985/4/1 5年（失効後） 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 総務係 廃棄
1984 放送部放送管理課 受信対策 再放送（再送信）同意文書 再送信同意文書2 放送部企画管理課長 1985/4/1 5年（失効後） 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 総務係 廃棄
1984 放送部放送管理課 受信対策 再放送（再送信）同意文書 再送信同意文書3 放送部企画管理課長 1985/4/1 5年（失効後） 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 総務係 廃棄
1984 放送部放送管理課 受信対策 再放送（再送信）同意文書 再送信同意文書4 放送部企画管理課長 1985/4/1 5年（失効後） 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 総務係 廃棄
1984 放送部放送管理課 受信対策 再放送（再送信）同意文書 再送信同意文書5 放送部企画管理課長 1985/4/1 5年（失効後） 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 総務係 廃棄
1984 放送部放送管理課 受信対策 再放送（再送信）同意文書 再送信同意文書6 放送部企画管理課長 1985/4/1 5年（失効後） 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 総務係 廃棄
1984 放送部放送管理課 受信対策 再放送（再送信）同意文書 再送信同意文書7 放送部企画管理課長 1985/4/1 5年（失効後） 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 総務係 廃棄
1984 放送部放送管理課 受信対策 再放送（再送信）同意文書 再送信同意文書8 放送部企画管理課長 1985/4/1 5年（失効後） 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 総務係 廃棄
1984 放送部放送管理課 受信対策 再放送（再送信）同意文書 再送信同意文書9 放送部企画管理課長 1985/4/1 5年（失効後） 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 総務係 廃棄
1984 放送部放送管理課 受信対策 再放送（再送信）同意文書 再送信同意文書10 放送部企画管理課長 1985/4/1 5年（失効後） 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 総務係 廃棄
1984 放送部放送管理課 受信対策 再放送（再送信）同意文書 再送信同意文書11 放送部企画管理課長 1985/4/1 5年（失効後） 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 総務係 廃棄
1984 放送部放送管理課 受信対策 再放送（再送信）同意文書 再送信同意文書12 放送部企画管理課長 1985/4/1 5年（失効後） 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 総務係 廃棄
1985 放送部放送管理課 受信対策 再放送（再送信）同意文書 再送信同意文書13 放送部企画管理課長 1986/4/1 5年（失効後） 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 総務係 廃棄
1985 放送部放送管理課 受信対策 再放送（再送信）同意文書 再送信同意文書14 放送部企画管理課長 1986/4/1 5年（失効後） 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 総務係 廃棄
1985 放送部放送管理課 受信対策 再放送（再送信）同意文書 再送信同意文書15 放送部企画管理課長 1986/4/1 5年（失効後） 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 総務係 廃棄
1985 放送部放送管理課 受信対策 再放送（再送信）同意文書 再送信同意文書16 放送部企画管理課長 1986/4/1 5年（失効後） 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 総務係 廃棄
1985 放送部放送管理課 受信対策 再放送（再送信）同意文書 再送信同意文書17 放送部企画管理課長 1986/4/1 5年（失効後） 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 総務係 廃棄
1985 放送部放送管理課 受信対策 再放送（再送信）同意文書 再送信同意文書18 放送部企画管理課長 1986/4/1 5年（失効後） 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 総務係 廃棄
1985 放送部放送管理課 受信対策 再放送（再送信）同意文書 再送信同意文書19 放送部企画管理課長 1986/4/1 5年（失効後） 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 総務係 廃棄
1985 放送部放送管理課 受信対策 再放送（再送信）同意文書 再送信同意文書20 放送部企画管理課長 1986/4/1 5年（失効後） 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 総務係 廃棄
1985 放送部放送管理課 受信対策 再放送（再送信）同意文書 再送信同意文書21 放送部企画管理課長 1986/4/1 5年（失効後） 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 総務係 廃棄
1985 放送部放送管理課 受信対策 再放送（再送信）同意文書 再送信同意文書22 放送部企画管理課長 1986/4/1 5年（失効後） 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 総務係 廃棄
1985 放送部放送管理課 受信対策 再放送（再送信）同意文書 再送信同意文書23 放送部企画管理課長 1986/4/1 5年（失効後） 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 総務係 廃棄
1986 放送部放送管理課 受信対策 再放送（再送信）同意文書 再送信同意文書24 放送部企画管理課長 1987/4/1 5年（失効後） 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 総務係 廃棄
1986 放送部放送管理課 受信対策 再放送（再送信）同意文書 再送信同意文書25 放送部企画管理課長 1987/4/1 5年（失効後） 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 総務係 廃棄
1986 放送部放送管理課 受信対策 再放送（再送信）同意文書 再送信同意文書26 放送部企画管理課長 1987/4/1 5年（失効後） 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 総務係 廃棄
1986 放送部放送管理課 受信対策 再放送（再送信）同意文書 再送信同意文書27 放送部企画管理課長 1987/4/1 5年（失効後） 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 総務係 廃棄
1986 放送部放送管理課 受信対策 再放送（再送信）同意文書 再送信同意文書28 放送部企画管理課長 1987/4/1 5年（失効後） 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 総務係 廃棄
1986 放送部放送管理課 受信対策 再放送（再送信）同意文書 再送信同意文書29 放送部企画管理課長 1987/4/1 5年（失効後） 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 総務係 廃棄
1986 放送部放送管理課 受信対策 再放送（再送信）同意文書 再送信同意文書30 放送部企画管理課長 1987/4/1 5年（失効後） 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 総務係 廃棄
1986 放送部放送管理課 受信対策 再放送（再送信）同意文書 再送信同意文書31 放送部企画管理課長 1987/4/1 5年（失効後） 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 総務係 廃棄
1986 放送部放送管理課 受信対策 再放送（再送信）同意文書 再送信同意文書32 放送部企画管理課長 1987/4/1 5年（失効後） 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 総務係 廃棄
1986 放送部放送管理課 受信対策 再放送（再送信）同意文書 再送信同意文書33 放送部企画管理課長 1987/4/1 5年（失効後） 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 総務係 廃棄
1987 放送部放送管理課 受信対策 再放送（再送信）同意文書 再送信同意文書34 放送部企画管理課長 1988/4/1 5年（失効後） 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 総務係 廃棄
1987 放送部放送管理課 受信対策 再放送（再送信）同意文書 再送信同意文書35 放送部企画管理課長 1988/4/1 5年（失効後） 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 総務係 廃棄
1987 放送部放送管理課 受信対策 再放送（再送信）同意文書 再送信同意文書36 放送部企画管理課長 1988/4/1 5年（失効後） 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 総務係 廃棄
1987 放送部放送管理課 受信対策 再放送（再送信）同意文書 再送信同意文書37 放送部企画管理課長 1988/4/1 5年（失効後） 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 総務係 廃棄
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1987 放送部放送管理課 受信対策 再放送（再送信）同意文書 再送信同意文書38 放送部企画管理課長 1988/4/1 5年（失効後） 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 総務係 廃棄
1987 放送部放送管理課 受信対策 再放送（再送信）同意文書 再送信同意文書39 放送部企画管理課長 1988/4/1 5年（失効後） 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 総務係 廃棄
1987 放送部放送管理課 受信対策 再放送（再送信）同意文書 再送信同意文書40 放送部企画管理課長 1988/4/1 5年（失効後） 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 総務係 廃棄
1987 放送部放送管理課 受信対策 再放送（再送信）同意文書 再送信同意文書41 放送部企画管理課長 1988/4/1 5年（失効後） 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 総務係 廃棄
1987 放送部放送管理課 受信対策 再放送（再送信）同意文書 再送信同意文書42 放送部企画管理課長 1988/4/1 5年（失効後） 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 総務係 廃棄
1987 放送部放送管理課 受信対策 再放送（再送信）同意文書 再送信同意文書43 放送部企画管理課長 1988/4/1 5年（失効後） 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 総務係 廃棄
1987 放送部放送管理課 受信対策 再放送（再送信）同意文書 再送信同意文書44 放送部企画管理課長 1988/4/1 5年（失効後） 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 総務係 廃棄
1987 放送部放送管理課 受信対策 再放送（再送信）同意文書 再送信同意文書45 放送部企画管理課長 1988/4/1 5年（失効後） 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 総務係 廃棄
1987 放送部放送管理課 受信対策 再放送（再送信）同意文書 再送信同意文書46 放送部企画管理課長 1988/4/1 5年（失効後） 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 総務係 廃棄
1987 放送部放送管理課 受信対策 再放送（再送信）同意文書 再送信同意文書47 放送部企画管理課長 1988/4/1 5年（失効後） 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 総務係 廃棄
1987 放送部放送管理課 受信対策 再放送（再送信）同意文書 再送信同意文書48 放送部企画管理課長 1988/4/1 5年（失効後） 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 総務係 廃棄
1987 放送部放送管理課 受信対策 再放送（再送信）同意文書 再送信同意文書49 放送部企画管理課長 1988/4/1 5年（失効後） 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 総務係 廃棄
1987 放送部放送管理課 受信対策 再放送（再送信）同意文書 再送信同意文書50 放送部企画管理課長 1988/4/1 5年（失効後） 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 総務係 廃棄
1987 放送部放送管理課 受信対策 再放送（再送信）同意文書 再送信同意文書51 放送部企画管理課長 1988/4/1 5年（失効後） 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 総務係 廃棄
1987 放送部放送管理課 受信対策 再放送（再送信）同意文書 再送信同意文書52 放送部企画管理課長 1988/4/1 5年（失効後） 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 総務係 廃棄
1987 放送部放送管理課 受信対策 再放送（再送信）同意文書 再送信同意文書53 放送部企画管理課長 1988/4/1 5年（失効後） 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 総務係 廃棄
1987 放送部放送管理課 受信対策 再放送（再送信）同意文書 再送信同意文書54 放送部企画管理課長 1988/4/1 5年（失効後） 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 総務係 廃棄
1987 放送部放送管理課 受信対策 再放送（再送信）同意文書 再送信同意文書55 放送部企画管理課長 1988/4/1 5年（失効後） 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 総務係 廃棄
1989 放送部放送管理課 受信対策 再放送（再送信）同意文書 再送信同意文書56 放送部企画管理課長 1990/4/1 5年（失効後） 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 総務係 廃棄
1989 放送部放送管理課 受信対策 再放送（再送信）同意文書 再送信同意文書57 放送部企画管理課長 1990/4/1 5年（失効後） 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 総務係 廃棄
1989 放送部放送管理課 受信対策 再放送（再送信）同意文書 再送信同意文書58 放送部企画管理課長 1990/4/1 5年（失効後） 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 総務係 廃棄
1989 放送部放送管理課 受信対策 再放送（再送信）同意文書 再送信同意文書59 放送部企画管理課長 1990/4/1 5年（失効後） 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 総務係 廃棄
1989 放送部放送管理課 受信対策 再放送（再送信）同意文書 再送信同意文書60 放送部企画管理課長 1990/4/1 5年（失効後） 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 総務係 廃棄
1989 放送部放送管理課 受信対策 再放送（再送信）同意文書 再送信同意文書61 放送部企画管理課長 1990/4/1 5年（失効後） 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 総務係 廃棄
1989 放送部放送管理課 受信対策 再放送（再送信）同意文書 再送信同意文書62 放送部企画管理課長 1990/4/1 5年（失効後） 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 総務係 廃棄
1989 放送部放送管理課 受信対策 再放送（再送信）同意文書 再送信同意文書63 放送部企画管理課長 1990/4/1 5年（失効後） 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 総務係 廃棄
1989 放送部放送管理課 受信対策 再放送（再送信）同意文書 再送信同意文書64 放送部企画管理課長 1990/4/1 5年（失効後） 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 総務係 廃棄
1989 放送部放送管理課 受信対策 再放送（再送信）同意文書 再送信同意文書65 放送部企画管理課長 1990/4/1 5年（失効後） 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 総務係 廃棄
1990 放送部放送管理課 受信対策 再放送（再送信）同意文書 再送信同意文書66 放送部企画管理課長 1991/4/1 5年（失効後） 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 総務係 廃棄
1990 放送部放送管理課 受信対策 再放送（再送信）同意文書 再送信同意文書67 放送部企画管理課長 1991/4/1 5年（失効後） 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 総務係 廃棄
1990 放送部放送管理課 受信対策 再放送（再送信）同意文書 再送信同意文書68 放送部企画管理課長 1991/4/1 5年（失効後） 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 総務係 廃棄
1990 放送部放送管理課 受信対策 再放送（再送信）同意文書 再送信同意文書69 放送部企画管理課長 1991/4/1 5年（失効後） 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 総務係 廃棄
1990 放送部放送管理課 受信対策 再放送（再送信）同意文書 再送信同意文書70 放送部企画管理課長 1991/4/1 5年（失効後） 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 総務係 廃棄
1990 放送部放送管理課 受信対策 再放送（再送信）同意文書 再送信同意文書71 放送部企画管理課長 1991/4/1 5年（失効後） 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 総務係 廃棄
1990 放送部放送管理課 受信対策 再放送（再送信）同意文書 再送信同意文書72 放送部企画管理課長 1991/4/1 5年（失効後） 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 総務係 廃棄
1990 放送部放送管理課 受信対策 再放送（再送信）同意文書 再送信同意文書73 放送部企画管理課長 1991/4/1 5年（失効後） 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 総務係 廃棄
1990 放送部放送管理課 受信対策 再放送（再送信）同意文書 再送信同意文書74 放送部企画管理課長 1991/4/1 5年（失効後） 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 総務係 廃棄
1990 放送部放送管理課 受信対策 再放送（再送信）同意文書 再送信同意文書75 放送部企画管理課長 1991/4/1 5年（失効後） 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 総務係 廃棄
1990 放送部放送管理課 受信対策 再放送（再送信）同意文書 再送信同意文書76 放送部企画管理課長 1991/4/1 5年（失効後） 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 総務係 廃棄
1990 放送部放送管理課 受信対策 再放送（再送信）同意文書 再送信同意文書77 放送部企画管理課長 1991/4/1 5年（失効後） 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 総務係 廃棄
1992 放送部放送管理課 受信対策 再放送（再送信）同意文書 再送信同意文書78 放送部企画管理課長 1993/4/1 5年（失効後） 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 総務係 廃棄
1992 放送部放送管理課 受信対策 再放送（再送信）同意文書 再送信同意文書79 放送部企画管理課長 1993/4/1 5年（失効後） 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 総務係 廃棄
1992 放送部放送管理課 受信対策 再放送（再送信）同意文書 再送信同意文書80 放送部企画管理課長 1993/4/1 5年（失効後） 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 総務係 廃棄
1992 放送部放送管理課 受信対策 再放送（再送信）同意文書 再送信同意文書81 放送部企画管理課長 1993/4/1 5年（失効後） 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 総務係 廃棄
1992 放送部放送管理課 受信対策 再放送（再送信）同意文書 再送信同意文書82 放送部企画管理課長 1993/4/1 5年（失効後） 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 総務係 廃棄
1992 放送部放送管理課 受信対策 再放送（再送信）同意文書 再送信同意文書83 放送部企画管理課長 1993/4/1 5年（失効後） 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 総務係 廃棄
1992 放送部放送管理課 受信対策 再放送（再送信）同意文書 再送信同意文書84 放送部企画管理課長 1993/4/1 5年（失効後） 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 総務係 廃棄
1992 放送部放送管理課 受信対策 再放送（再送信）同意文書 再送信同意文書85 放送部企画管理課長 1993/4/1 5年（失効後） 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 総務係 廃棄
1992 放送部放送管理課 受信対策 再放送（再送信）同意文書 再送信同意文書86 放送部企画管理課長 1993/4/1 5年（失効後） 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 総務係 廃棄
1992 放送部放送管理課 受信対策 再放送（再送信）同意文書 再送信同意文書87 放送部企画管理課長 1993/4/1 5年（失効後） 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 総務係 廃棄
1992 放送部放送管理課 受信対策 再放送（再送信）同意文書 再送信同意文書88 放送部企画管理課長 1993/4/1 5年（失効後） 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 総務係 廃棄
1992 放送部放送管理課 受信対策 再放送（再送信）同意文書 再送信同意文書89 放送部企画管理課長 1993/4/1 5年（失効後） 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 総務係 廃棄
1992 放送部放送管理課 受信対策 再放送（再送信）同意文書 再送信同意文書90 放送部企画管理課長 1993/4/1 5年（失効後） 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 総務係 廃棄
1992 放送部放送管理課 受信対策 再放送（再送信）同意文書 再送信同意文書91 放送部企画管理課長 1993/4/1 5年（失効後） 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 総務係 廃棄
1992 放送部放送管理課 受信対策 再放送（再送信）同意文書 再送信同意文書92 放送部企画管理課長 1993/4/1 5年（失効後） 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 総務係 廃棄
1992 放送部放送管理課 受信対策 再放送（再送信）同意文書 再送信同意文書93 放送部企画管理課長 1993/4/1 5年（失効後） 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 総務係 廃棄
1992 放送部放送管理課 受信対策 再放送（再送信）同意文書 再送信同意文書94 放送部企画管理課長 1993/4/1 5年（失効後） 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 総務係 廃棄
1992 放送部放送管理課 受信対策 再放送（再送信）同意文書 再送信同意文書95 放送部企画管理課長 1993/4/1 5年（失効後） 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 総務係 廃棄
1992 放送部放送管理課 受信対策 再放送（再送信）同意文書 再送信同意文書96 放送部企画管理課長 1993/4/1 5年（失効後） 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 総務係 廃棄
1992 放送部放送管理課 受信対策 再放送（再送信）同意文書 再送信同意文書97 放送部企画管理課長 1993/4/1 5年（失効後） 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 総務係 廃棄
1993 放送部放送管理課 受信対策 再放送（再送信）同意文書 再送信同意文書98 放送部企画管理課長 1994/4/1 5年（失効後） 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 総務係 廃棄
1993 放送部放送管理課 受信対策 再放送（再送信）同意文書 再送信同意文書99 放送部企画管理課長 1994/4/1 5年（失効後） 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 総務係 廃棄
1993 放送部放送管理課 受信対策 再放送（再送信）同意文書 再送信同意文書100 放送部企画管理課長 1994/4/1 5年（失効後） 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 総務係 廃棄
1993 放送部放送管理課 受信対策 再放送（再送信）同意文書 再送信同意文書101 放送部企画管理課長 1994/4/1 5年（失効後） 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 総務係 廃棄
1993 放送部放送管理課 受信対策 再放送（再送信）同意文書 再送信同意文書102 放送部企画管理課長 1994/4/1 5年（失効後） 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 総務係 廃棄
1993 放送部放送管理課 受信対策 再放送（再送信）同意文書 再送信同意文書103 放送部企画管理課長 1994/4/1 5年（失効後） 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 総務係 廃棄
1993 放送部放送管理課 受信対策 再放送（再送信）同意文書 再送信同意文書104 放送部企画管理課長 1994/4/1 5年（失効後） 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 総務係 廃棄
1993 放送部放送管理課 受信対策 再放送（再送信）同意文書 再送信同意文書105 放送部企画管理課長 1994/4/1 5年（失効後） 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 総務係 廃棄
1993 放送部放送管理課 受信対策 再放送（再送信）同意文書 再送信同意文書106 放送部企画管理課長 1994/4/1 5年（失効後） 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 総務係 廃棄
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1993 放送部放送管理課 受信対策 再放送（再送信）同意文書 再送信同意文書107 放送部企画管理課長 1994/4/1 5年（失効後） 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 総務係 廃棄
1993 放送部放送管理課 受信対策 再放送（再送信）同意文書 再送信同意文書108 放送部企画管理課長 1994/4/1 5年（失効後） 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 総務係 廃棄
1993 放送部放送管理課 受信対策 再放送（再送信）同意文書 再送信同意文書109 放送部企画管理課長 1994/4/1 5年（失効後） 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 総務係 廃棄
1994 放送部放送管理課 受信対策 再放送（再送信）同意文書 再送信同意文書110 放送部企画管理課長 1995/4/1 5年（失効後） 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 総務係 廃棄
1994 放送部放送管理課 受信対策 再放送（再送信）同意文書 再送信同意文書111 放送部企画管理課長 1995/4/1 5年（失効後） 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 総務係 廃棄
1994 放送部放送管理課 受信対策 再放送（再送信）同意文書 再送信同意文書112 放送部企画管理課長 1995/4/1 5年（失効後） 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 総務係 廃棄
1994 放送部放送管理課 受信対策 再放送（再送信）同意文書 再送信同意文書113 放送部企画管理課長 1995/4/1 5年（失効後） 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 総務係 廃棄
1994 放送部放送管理課 受信対策 再放送（再送信）同意文書 再送信同意文書114 放送部企画管理課長 1995/4/1 5年（失効後） 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 総務係 廃棄
1995 放送部放送管理課 受信対策 再放送（再送信）同意文書 再送信同意文書115 放送部企画管理課長 1996/4/1 5年（失効後） 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 総務係 廃棄
1995 放送部放送管理課 受信対策 再放送（再送信）同意文書 再送信同意文書116 放送部企画管理課長 1996/4/1 5年（失効後） 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 総務係 廃棄
1995 放送部放送管理課 受信対策 再放送（再送信）同意文書 再送信同意文書117 放送部企画管理課長 1996/4/1 5年（失効後） 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 総務係 廃棄
1995 放送部放送管理課 受信対策 再放送（再送信）同意文書 再送信同意文書118 放送部企画管理課長 1996/4/1 5年（失効後） 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 総務係 廃棄
1996 放送部放送管理課 受信対策 再放送（再送信）同意文書 再送信同意文書119 放送部企画管理課長 1997/4/1 5年（失効後） 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 総務係 廃棄
1996 放送部放送管理課 受信対策 再放送（再送信）同意文書 再送信同意文書120 放送部企画管理課長 1997/4/1 5年（失効後） 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 総務係 廃棄
1996 放送部放送管理課 受信対策 再放送（再送信）同意文書 再送信同意文書121 放送部企画管理課長 1997/4/1 5年（失効後） 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 総務係 廃棄
1997 放送部放送管理課 受信対策 再放送（再送信）同意文書 再送信同意文書122 放送部企画管理課長 1998/4/1 5年（失効後） 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 総務係 廃棄
1997 放送部放送管理課 受信対策 再放送（再送信）同意文書 再送信同意文書123 放送部企画管理課長 1998/4/1 5年（失効後） 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 総務係 廃棄
1997 放送部放送管理課 受信対策 再放送（再送信）同意文書 再送信同意文書124 放送部企画管理課長 1998/4/1 5年（失効後） 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 総務係 廃棄
1997 放送部放送管理課 受信対策 再放送（再送信）同意文書 再送信同意文書125 放送部企画管理課長 1998/4/1 5年（失効後） 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 総務係 廃棄
1997 放送部放送管理課 受信対策 再放送（再送信）同意文書 再送信同意文書126 放送部企画管理課長 1998/4/1 5年（失効後） 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 総務係 廃棄
1997 放送部放送管理課 受信対策 再放送（再送信）同意文書 再送信同意文書127 放送部企画管理課長 1998/4/1 5年（失効後） 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 総務係 廃棄
1997 放送部放送管理課 受信対策 再放送（再送信）同意文書 再送信同意文書128 放送部企画管理課長 1998/4/1 5年（失効後） 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 総務係 廃棄
1998 放送部放送管理課 受信対策 再放送（再送信）同意文書 再送信同意文書129 放送部企画管理課長 1999/4/1 5年（失効後） 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 総務係 廃棄
1998 放送部放送管理課 受信対策 再放送（再送信）同意文書 再送信同意文書130 放送部企画管理課長 1999/4/1 5年（失効後） 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 総務係 廃棄
1999 放送部放送管理課 受信対策 再放送（再送信）同意文書 再送信同意文書131 放送部企画管理課長 2000/4/1 5年（失効後） 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 総務係 廃棄
1999 放送部放送管理課 受信対策 再放送（再送信）同意文書 再送信同意文書132 放送部企画管理課長 2000/4/1 5年（失効後） 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 総務係 廃棄
1999 放送部放送管理課 受信対策 再放送（再送信）同意文書 再送信同意文書133 放送部企画管理課長 2000/4/1 5年（失効後） 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 総務係 廃棄
1999 放送部放送管理課 受信対策 再放送（再送信）同意文書 再送信同意文書134 放送部企画管理課長 2000/4/1 5年（失効後） 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 総務係 廃棄
1999 放送部放送管理課 受信対策 再放送（再送信）同意文書 再送信同意文書135 放送部企画管理課長 2000/4/1 5年（失効後） 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 総務係 廃棄
2000 放送部放送管理課 受信対策 再放送（再送信）同意文書 再送信同意文書136 放送部企画管理課長 2001/4/1 5年（失効後） 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 総務係 廃棄
2000 放送部放送管理課 受信対策 再放送（再送信）同意文書 再送信同意文書137 放送部企画管理課長 2001/4/1 5年（失効後） 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 総務係 廃棄
2000 放送部放送管理課 受信対策 再放送（再送信）同意文書 再送信同意文書138 放送部企画管理課長 2001/4/1 5年（失効後） 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 総務係 廃棄
2001 放送部放送管理課 受信対策 再放送（再送信）同意文書 再送信同意文書139 放送部企画管理課長 2002/4/1 5年（失効後） 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 総務係 廃棄
2001 放送部放送管理課 受信対策 再放送（再送信）同意文書 再送信同意文書140 放送部企画管理課長 2002/4/1 5年（失効後） 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 総務係 廃棄
2001 放送部放送管理課 受信対策 再放送（再送信）同意文書 再送信同意文書141 放送部企画管理課長 2002/4/1 5年（失効後） 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 総務係 廃棄
2001 放送部放送管理課 受信対策 再放送（再送信）同意文書 再送信同意文書142 放送部企画管理課長 2002/4/1 5年（失効後） 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 総務係 廃棄
2002 放送部放送管理課 受信対策 再放送（再送信）同意文書 再送信同意文書143 放送部企画管理課長 2003/4/1 5年（失効後） 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 総務係 廃棄
2002 放送部放送管理課 受信対策 再放送（再送信）同意文書 再送信同意文書144 放送部企画管理課長 2003/4/1 5年（失効後） 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 総務係 廃棄
2014 放送部放送管理課 受信対策 再放送（再送信）同意文書 再放送同意文書（NHK共同受信施設）（H23～26年度） 放送部企画管理課長 2015/4/1 5年（失効後） 紙 放送管理課 放送部放送管理課長 総務係 廃棄
2019 放送部放送管理課 受信対策 再放送（再送信）同意文書 再放送同意文書（NHK共同受信施設）（H27～31年度） 放送部企画管理課長 2020/4/1 5年（失効後） 紙 放送管理課 放送部放送管理課長 総務係 廃棄
2015 放送部放送管理課 受信対策 視聴者相談対応状況 視聴者相談対応状況（平成25～27年度） 放送部企画管理課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 電子情報（共有サーバー内） 共有サーバー 放送部放送管理課長 総務係 廃棄
2017 放送部放送管理課 受信対策 視聴者相談対応状況 視聴者相談対応状況（H28～29） 放送部企画管理課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 電子情報（共有サーバー内） 共有サーバー 放送部放送管理課長 総務係 廃棄
2017 放送部放送管理課 受信対策 ＣＡＴＶ関係 ＣＡＴＶ関係（HITS）（H13～29） 放送部企画管理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 放送管理課 放送部放送管理課長 総務係 廃棄
2015 放送部放送管理課 受信対策 各種団体（受信普及推進経費分） 各種団体（受信普及推進経費分）（H26～27） 放送部企画管理課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 放送管理課 放送部放送管理課長 総務係 廃棄
2017 放送部放送管理課 受信対策 各種団体（受信普及推進経費分） 各種団体（受信普及推進経費分）（H28～29） 放送部企画管理課長 2018/4/1 5年 2024/3/31 紙 放送管理課 放送部放送管理課長 総務係 廃棄
2006 放送部放送管理課 庶務 採用関係 アナウンサー採用（H18年度） 放送部企画管理課長 2007/4/1 30年（退職後） 紙 放送管理課 放送部放送管理課長 総務係 廃棄
2007 放送部放送管理課 庶務 採用関係 アナウンサー採用（H19年度） 放送部企画管理課長 2008/4/1 30年（退職後） 紙 放送管理課 放送部放送管理課長 総務係 廃棄
2009 放送部放送管理課 庶務 採用関係 アナウンサー採用（H21年度） 放送部企画管理課長 2010/4/1 30年（退職後） 紙 放送管理課 放送部放送管理課長 総務係 廃棄
2017 放送部放送管理課 庶務 出勤簿・休暇簿・振替簿 H29 年休・特休・振替　（常勤） 放送部企画管理課長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 放送管理課 放送部放送管理課長 総務係 廃棄
2018 放送部放送管理課 庶務 出勤簿・休暇簿・振替簿 H30 年休・特休・振替　（常勤） 放送部企画管理課長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 放送管理課 放送部放送管理課長 総務係 廃棄
2019 放送部放送管理課 庶務 出勤簿・休暇簿・振替簿 H31 年休・特休・振替　（常勤） 放送部企画管理課長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 放送管理課 放送部放送管理課長 総務係 廃棄
2017 放送部放送管理課 庶務 出勤簿・休暇簿・振替簿 H29 年休・特休・振替　（期間・時間） 放送部企画管理課長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 放送管理課 放送部放送管理課長 総務係 廃棄
2018 放送部放送管理課 庶務 出勤簿・休暇簿・振替簿 H30 年休・特休・振替　（期間・時間） 放送部企画管理課長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 放送管理課 放送部放送管理課長 総務係 廃棄
2019 放送部放送管理課 庶務 出勤簿・休暇簿・振替簿 H31 年休・特休・振替　（期間・時間） 放送部企画管理課長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 放送管理課 放送部放送管理課長 総務係 廃棄
2017 放送部放送管理課 庶務 出勤簿・休暇簿・振替簿 出勤簿　平成29年 放送部企画管理課長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 放送管理課 放送部放送管理課長 総務係 廃棄
2018 放送部放送管理課 庶務 出勤簿・休暇簿・振替簿 出勤簿　平成30年 放送部企画管理課長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 放送管理課 放送部放送管理課長 総務係 廃棄
2019 放送部放送管理課 庶務 出勤簿・休暇簿・振替簿 出勤簿　2019年 放送部企画管理課長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 放送管理課 放送部放送管理課長 総務係 廃棄
2010 放送部放送管理課 庶務 旅行命令（依頼）伺等 H22年度旅行命令・依頼伺い 放送部企画管理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 業務係 廃棄
2011 放送部放送管理課 庶務 旅行命令（依頼）伺等 H23年度旅行命令・依頼伺い 放送部企画管理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 業務係 廃棄
2012 放送部放送管理課 庶務 旅行命令（依頼）伺等 H24年度旅行命令・依頼伺い 放送部企画管理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 業務係 廃棄
2013 放送部放送管理課 庶務 旅行命令（依頼）伺等 H25年度旅行命令・依頼伺い 放送部企画管理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 業務係 廃棄
2014 放送部放送管理課 庶務 旅行命令（依頼）伺等 H26年度旅行命令・依頼伺い 放送部企画管理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 業務係 廃棄
2015 放送部放送管理課 庶務 旅行命令（依頼）伺等 H27年度旅行命令・依頼伺い 放送部企画管理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 放送管理課 放送部放送管理課長 業務係 廃棄
2016 放送部放送管理課 庶務 旅行命令（依頼）伺等 H28年度旅行命令・依頼伺い 放送部企画管理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 放送管理課 放送部放送管理課長 業務係 廃棄
2017 放送部放送管理課 庶務 旅行命令（依頼）伺等 H29年度旅行命令・依頼伺い 放送部企画管理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 放送管理課 放送部放送管理課長 業務係 廃棄
2018 放送部放送管理課 庶務 旅行命令（依頼）伺等 H30年度旅行命令・依頼伺い 放送部企画管理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 放送管理課 放送部放送管理課長 業務係 廃棄
2019 放送部放送管理課 庶務 旅行命令（依頼）伺等 H31/R1年度　旅行命令・依頼伺い①　 放送部企画管理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 放送管理課 放送部放送管理課長 業務係 廃棄
2019 放送部放送管理課 庶務 旅行命令（依頼）伺等 H31/R1年度　旅行命令・依頼伺い②　 放送部企画管理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 放送管理課 放送部放送管理課長 業務係 廃棄
2019 放送部放送管理課 庶務 旅行命令（依頼）伺等 H31/R1年度　旅行命令・依頼伺い（海外ロケ） 放送部企画管理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 放送管理課 放送部放送管理課長 業務係 廃棄
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2010 放送部放送管理課 庶務 旅行命令（依頼）伺等 出張命令伺　平成22年度 放送部企画管理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 放送管理課 放送部放送管理課長 総務係 廃棄
2011 放送部放送管理課 庶務 旅行命令（依頼）伺等 出張命令伺　平成23年度 放送部企画管理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 放送管理課 放送部放送管理課長 総務係 廃棄
2012 放送部放送管理課 庶務 旅行命令（依頼）伺等 出張命令伺　平成24年度 放送部企画管理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 放送管理課 放送部放送管理課長 総務係 廃棄
2010 放送部放送管理課 庶務 旅行命令（依頼）伺等 出張命令復命書　平成22年度 放送部企画管理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 放送管理課 放送部放送管理課長 総務係 廃棄
2011 放送部放送管理課 庶務 旅行命令（依頼）伺等 出張命令復命書　平成23年度 放送部企画管理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 放送管理課 放送部放送管理課長 総務係 廃棄
2012 放送部放送管理課 庶務 旅行命令（依頼）伺等 出張命令復命書　平成24年度 放送部企画管理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 放送管理課 放送部放送管理課長 総務係 廃棄
2013 放送部放送管理課 庶務 旅行命令（依頼）伺等 旅行命令伺・復命書　平成25年度 放送部企画管理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 放送管理課 放送部放送管理課長 総務係 廃棄
2014 放送部放送管理課 庶務 旅行命令（依頼）伺等 旅行命令伺・復命書　平成26年度 放送部企画管理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 放送管理課 放送部放送管理課長 総務係 廃棄
2015 放送部放送管理課 庶務 旅行命令（依頼）伺等 旅行命令伺・復命書　平成27年度 放送部企画管理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 放送管理課 放送部放送管理課長 総務係 廃棄
2016 放送部放送管理課 庶務 旅行命令（依頼）伺等 旅行命令伺・復命書　平成28年度 放送部企画管理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 放送管理課 放送部放送管理課長 総務係 廃棄
2017 放送部放送管理課 庶務 旅行命令（依頼）伺等 旅行命令伺・復命書　平成29年度 放送部企画管理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 放送管理課 放送部放送管理課長 総務係 廃棄
2018 放送部放送管理課 庶務 旅行命令（依頼）伺等 旅行命令伺・復命書　平成30年度 放送部企画管理課長 2019/4/1 10年 2028/3/31 紙 放送管理課 放送部放送管理課長 総務係 廃棄
2019 放送部放送管理課 庶務 旅行命令（依頼）伺等 旅行命令伺・復命書　平成31年度 放送部企画管理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 放送管理課 放送部放送管理課長 総務係 廃棄
2010 放送部放送管理課 庶務 外勤交通費 H22年度　外勤交通費 放送部企画管理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 業務係 廃棄
2011 放送部放送管理課 庶務 外勤交通費 H23年度　外勤交通費 放送部企画管理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 業務係 廃棄
2012 放送部放送管理課 庶務 外勤交通費 H24年度　外勤交通費 放送部企画管理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 業務係 廃棄
2013 放送部放送管理課 庶務 外勤交通費 H25年度　外勤交通費 放送部企画管理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 業務係 廃棄
2014 放送部放送管理課 庶務 外勤交通費 H26年度　外勤交通費 放送部企画管理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 業務係 廃棄
2015 放送部放送管理課 庶務 外勤交通費 H27年度　外勤交通費 放送部企画管理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 放送管理課 放送部放送管理課長 業務係 廃棄
2016 放送部放送管理課 庶務 外勤交通費 H28年度　外勤交通費 放送部企画管理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 放送管理課 放送部放送管理課長 業務係 廃棄
2017 放送部放送管理課 庶務 外勤交通費 H29年度　外勤交通費 放送部企画管理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 放送管理課 放送部放送管理課長 業務係 廃棄
2018 放送部放送管理課 庶務 外勤交通費 H30年度　外勤交通費 放送部企画管理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 放送管理課 放送部放送管理課長 業務係 廃棄
2019 放送部放送管理課 庶務 外勤交通費 H31/R1年度　外勤交通費 放送部企画管理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 放送管理課 放送部放送管理課長 業務係 廃棄
2015 放送部放送管理課 庶務 個人番号関係 特定個人情報等管理簿 放送部企画管理課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 放送管理課 放送部放送管理課長 総務係 廃棄
2015 放送部放送管理課 庶務 管理経費 管理経費（H27年度） 放送部企画管理課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 放送管理課 放送部放送管理課長 総務係 廃棄
2016 放送部放送管理課 庶務 管理経費 管理経費（H28年度） 放送部企画管理課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 放送管理課 放送部放送管理課長 総務係 廃棄
2017 放送部放送管理課 庶務 管理経費 管理経費（H29年度） 放送部企画管理課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 放送管理課 放送部放送管理課長 総務係 廃棄
2018 放送部放送管理課 庶務 管理経費 管理経費（H30年度） 放送部企画管理課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 放送管理課 放送部放送管理課長 総務係 廃棄
2019 放送部放送管理課 庶務 管理経費 管理経費（H31年度） 放送部企画管理課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 放送管理課 放送部放送管理課長 総務係 廃棄
2017 放送部放送管理課 規程 規程関係 総務係 原議書綴（H9～H29） 放送部企画管理課長 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 放送管理課 放送部放送管理課長 総務係 廃棄
2019 放送部放送管理課 規程 規程関係 総務係 原議書綴（H30～H31） 放送部企画管理課長 2019/4/1 30年 2049/3/31 紙 放送管理課 放送部放送管理課長 総務係 廃棄
2019 放送部放送管理課 規程 規程関係 総務係 原議書綴（R1～） 放送部企画管理課長 2019/4/1 30年 2049/3/31 紙 放送管理課 放送部放送管理課長 総務係 廃棄
2006 放送部放送管理課 放送 放送事故調査委員会 放送事故調査委員会（H13～18） 放送部企画管理課長 2007/4/1 20年 2027/3/31 紙 放送管理課 放送部放送管理課長 総務係 廃棄 当初の保存期間満了日：2017年3月31日
延長期間：10年

2005 放送部放送管理課 放送 デジタル放送推進協会・RMPセンター関係 デジタル放送推進協会（H17） 放送部企画管理課長 2006/4/1 20年 2026/3/31 紙 放送管理課 放送部放送管理課長 総務係 廃棄 当初の保存期間満了日：2016年3月31日
延長期間：10年

2009 放送部放送管理課 放送 デジタル放送推進協会・RMPセンター関係 デジタル放送推進協会（H18～21） 放送部企画管理課長 2010/4/1 20年 2030/3/31 紙 放送管理課 放送部放送管理課長 総務係 廃棄 当初の保存期間満了日：2020年3月31日
延長期間：10年

2011 放送部放送管理課 放送 デジタル放送推進協会・RMPセンター関係 デジタル放送推進協会（H21～23） 放送部企画管理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 放送管理課 放送部放送管理課長 総務係 廃棄
2017 放送部放送管理課 放送 デジタル放送推進協会・RMPセンター関係 デジタル放送推進協会（H23～H29） 放送部企画管理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 放送管理課 放送部放送管理課長 総務係 廃棄
2017 放送部放送管理課 放送 デジタル放送推進協会・RMPセンター関係 地上放送ＲＭＰ管理センター（H23～H29） 放送部企画管理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 放送管理課 放送部放送管理課長 総務係 廃棄
2006 放送部放送管理課 放送 無線局免許申請 地上デジタル放送無線局免許申請（H17,18） 放送部企画管理課長 2007/4/1 5年（再免許後） 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 総務係 廃棄
2015 放送部放送管理課 放送 無線局関係 無線局関係（H27年度） 放送部企画管理課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 放送管理課 放送部放送管理課長 総務係 廃棄
2016 放送部放送管理課 放送 無線局関係 無線局関係（H28年度） 放送部企画管理課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 放送管理課 放送部放送管理課長 総務係 廃棄
2017 放送部放送管理課 放送 無線局関係 無線局関係（H29年度） 放送部企画管理課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 放送管理課 放送部放送管理課長 総務係 廃棄
2018 放送部放送管理課 放送 無線局関係 無線局関係（H30年度）（廃止年） 放送部企画管理課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 放送管理課 放送部放送管理課長 総務係 廃棄
2012 放送部放送管理課 放送 地上デジタル放送設備特許料関連 地上デジタル放送設備特許料関連（H24年度） 放送部企画管理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 放送管理課 放送部放送管理課長 総務係 廃棄 当初の保存期間満了日：2018年3月31日
延長期間：5年

2016 放送部放送管理課 放送 B-CAS社対応 B-CAS社対応（H23～28） 放送部企画管理課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 放送管理課 放送部放送管理課長 総務係 廃棄
2015 放送部放送管理課 放送 放送事業費 放送事業費（総務係請求分）（H27年度） 放送部企画管理課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 放送管理課 放送部放送管理課長 総務係 廃棄
2016 放送部放送管理課 放送 放送事業費 放送事業費（総務係請求分）（H28年度） 放送部企画管理課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 放送管理課 放送部放送管理課長 総務係 廃棄
2017 放送部放送管理課 放送 放送事業費 放送事業費（総務係請求分）（H29年度） 放送部企画管理課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 放送管理課 放送部放送管理課長 総務係 廃棄
2018 放送部放送管理課 放送 放送事業費 放送事業費（総務係請求分）（H30年度） 放送部企画管理課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 放送管理課 放送部放送管理課長 総務係 廃棄
2019 放送部放送管理課 放送 放送事業費 放送事業費（総務係請求分）（H31年度） 放送部企画管理課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 放送管理課 放送部放送管理課長 総務係 廃棄
2018 放送部放送管理課 放送 生涯学習支援委員会 生涯学習支援委員会（平成30年度） 放送部企画管理課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 放送管理課 放送部放送管理課長 業務係 廃棄
2019 放送部放送管理課 放送 生涯学習支援委員会 生涯学習支援委員会（平成31/令和元年度） 放送部企画管理課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 放送管理課 放送部放送管理課長 業務係 廃棄
2015 放送部放送管理課 番組制作 番組制作関係 H27年度　購入依頼書･経費精算書 放送部企画管理課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 放送管理課 放送部放送管理課長 業務係 廃棄
2016 放送部放送管理課 番組制作 番組制作関係 H28年度　購入依頼書･経費精算書 放送部企画管理課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 放送管理課 放送部放送管理課長 業務係 廃棄
2017 放送部放送管理課 番組制作 番組制作関係 H29年度　購入依頼書･経費精算書 放送部企画管理課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 放送管理課 放送部放送管理課長 業務係 廃棄
2018 放送部放送管理課 番組制作 番組制作関係 H30年度　購入依頼書･経費精算書 放送部企画管理課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 放送管理課 放送部放送管理課長 業務係 廃棄
2019 放送部放送管理課 番組制作 番組制作関係 H31/R1年度　購入依頼書･経費精算書 放送部企画管理課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 放送管理課 放送部放送管理課長 業務係 廃棄
2015 放送部放送管理課 番組制作 番組制作関係 H27年度謝礼品払出簿 放送部企画管理課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 放送管理課 放送部放送管理課長 業務係 廃棄
2016 放送部放送管理課 番組制作 番組制作関係 H28年度謝礼品払出簿 放送部企画管理課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 放送管理課 放送部放送管理課長 業務係 廃棄
2017 放送部放送管理課 番組制作 番組制作関係 H29年度謝礼品払出簿 放送部企画管理課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 放送管理課 放送部放送管理課長 業務係 廃棄
2018 放送部放送管理課 番組制作 番組制作関係 H30年度謝礼品払出簿 放送部企画管理課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 放送管理課 放送部放送管理課長 業務係 廃棄
2019 放送部放送管理課 番組制作 番組制作関係 H31/R1年度　謝礼品払出簿 放送部企画管理課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 放送管理課 放送部放送管理課長 業務係 廃棄
2010 放送部放送管理課 番組制作 番組制作関係（重要なもの） H22年度　出演料管理簿 放送部企画管理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 業務係 廃棄
2011 放送部放送管理課 番組制作 番組制作関係（重要なもの） H23年度　出演料管理簿 放送部企画管理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 業務係 廃棄
2012 放送部放送管理課 番組制作 番組制作関係（重要なもの） H24年度　出演料管理簿 放送部企画管理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 業務係 廃棄
2013 放送部放送管理課 番組制作 番組制作関係（重要なもの） H25年度　出演料管理簿 放送部企画管理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 業務係 廃棄
2014 放送部放送管理課 番組制作 番組制作関係（重要なもの） H26年度　出演料管理簿 放送部企画管理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 業務係 廃棄
2015 放送部放送管理課 番組制作 番組制作関係（重要なもの） H27年度　出演料管理簿 放送部企画管理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 放送管理課 放送部放送管理課長 業務係 廃棄
2016 放送部放送管理課 番組制作 番組制作関係（重要なもの） H28年度　出演料管理簿 放送部企画管理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 放送管理課 放送部放送管理課長 業務係 廃棄
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措置結果
2017 放送部放送管理課 番組制作 番組制作関係（重要なもの） H29年度　出演料管理簿 放送部企画管理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 放送管理課 放送部放送管理課長 業務係 廃棄
2018 放送部放送管理課 番組制作 番組制作関係（重要なもの） H30年度　出演料管理簿 放送部企画管理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 放送管理課 放送部放送管理課長 業務係 廃棄
2019 放送部放送管理課 番組制作 番組制作関係（重要なもの） H31/R1年度　出演料　① 放送部企画管理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 放送管理課 放送部放送管理課長 業務係 廃棄
2019 放送部放送管理課 番組制作 番組制作関係（重要なもの） H31/R1年度　出演料　② 放送部企画管理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 放送管理課 放送部放送管理課長 業務係 廃棄
2019 放送部放送管理課 番組制作 番組制作関係（重要なもの） H31/R1年度　出演料　③ 放送部企画管理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 放送管理課 放送部放送管理課長 業務係 廃棄
2019 放送部放送管理課 番組制作 番組制作関係（重要なもの） H31/R1年度　出演料　④ 放送部企画管理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 放送管理課 放送部放送管理課長 業務係 廃棄
2019 放送部放送管理課 番組制作 番組制作関係（重要なもの） H31/R1年度　出演料　⑤ 放送部企画管理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 放送管理課 放送部放送管理課長 業務係 廃棄
2010 放送部放送管理課 番組制作 番組制作関係（重要なもの） H22年度　前渡資金･謝金 放送部企画管理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 業務係 廃棄
2011 放送部放送管理課 番組制作 番組制作関係（重要なもの） H23年度　前渡資金･謝金 放送部企画管理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 業務係 廃棄
2012 放送部放送管理課 番組制作 番組制作関係（重要なもの） H24年度　前渡資金･謝金 放送部企画管理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 業務係 廃棄
2013 放送部放送管理課 番組制作 番組制作関係（重要なもの） H25年度　前渡資金･謝金 放送部企画管理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 業務係 廃棄
2014 放送部放送管理課 番組制作 番組制作関係（重要なもの） H26年度　前渡資金･謝金 放送部企画管理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 業務係 廃棄
2015 放送部放送管理課 番組制作 番組制作関係（重要なもの） H27年度　前渡資金･謝金 放送部企画管理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 放送管理課 放送部放送管理課長 業務係 廃棄
2016 放送部放送管理課 番組制作 番組制作関係（重要なもの） H28年度　前渡資金･謝金 放送部企画管理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 放送管理課 放送部放送管理課長 業務係 廃棄
2017 放送部放送管理課 番組制作 番組制作関係（重要なもの） H29年度　前渡資金･謝金 放送部企画管理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 放送管理課 放送部放送管理課長 業務係 廃棄
2018 放送部放送管理課 番組制作 番組制作関係（重要なもの） H30年度　前渡資金･謝金 放送部企画管理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 放送管理課 放送部放送管理課長 業務係 廃棄
2019 放送部放送管理課 番組制作 番組制作関係（重要なもの） H31/R1年度　前渡資金･謝金 放送部企画管理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 放送管理課 放送部放送管理課長 業務係 廃棄
2011 放送部放送管理課 番組制作 番組制作関係（重要なもの） H23年度　NED支払リスト 放送部企画管理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 業務係 廃棄
2012 放送部放送管理課 番組制作 番組制作関係（重要なもの） H24年度　NED支払リスト 放送部企画管理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 業務係 廃棄
2013 放送部放送管理課 番組制作 番組制作関係（重要なもの） H25年度　NED支払リスト 放送部企画管理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 業務係 廃棄
2014 放送部放送管理課 番組制作 番組制作関係（重要なもの） H26年度　NED支払リスト 放送部企画管理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 業務係 廃棄
2015 放送部放送管理課 番組制作 番組制作関係（重要なもの） H27年度　NED支払リスト 放送部企画管理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 放送管理課 放送部放送管理課長 業務係 廃棄
2016 放送部放送管理課 番組制作 番組制作関係（重要なもの） H28年度　NED支払リスト 放送部企画管理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 放送管理課 放送部放送管理課長 業務係 廃棄
2017 放送部放送管理課 番組制作 番組制作関係（重要なもの） H29年度　NED支払リスト 放送部企画管理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 放送管理課 放送部放送管理課長 業務係 廃棄
2018 放送部放送管理課 番組制作 番組制作関係（重要なもの） H30年度　NED支払リスト 放送部企画管理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 放送管理課 放送部放送管理課長 業務係 廃棄
2019 放送部放送管理課 番組制作 番組制作関係（重要なもの） H31/R1年度　NED支払リスト 放送部企画管理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 放送管理課 放送部放送管理課長 業務係 廃棄
2013 放送部放送管理課 番組制作 番組制作関係（重要なもの） 2014年度開設（2013年度制作）テレビ特別講義の番組制作にかかる提案募集について 放送部企画管理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 業務係 廃棄
2014 放送部放送管理課 番組制作 番組制作関係（重要なもの） H26テレビ特別講義の番組制作に係る提案募集について 放送部企画管理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 業務係 廃棄
2015 放送部放送管理課 番組制作 番組制作関係（重要なもの） H27テレビ特別講義の番組制作に係る提案募集について 放送部企画管理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 放送管理課 放送部放送管理課長 業務係 廃棄
2016 放送部放送管理課 番組制作 番組制作関係（重要なもの） H28テレビ特別講義の番組制作に係る提案募集について 放送部企画管理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 放送管理課 放送部放送管理課長 業務係 廃棄
2017 放送部放送管理課 番組制作 番組制作関係（重要なもの） H29テレビ特別講義の番組制作に係る提案募集について 放送部企画管理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 放送管理課 放送部放送管理課長 業務係 廃棄
2018 放送部放送管理課 番組制作 番組制作関係（重要なもの） H30テレビ特別講義の番組制作に係る提案募集について 放送部企画管理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 放送管理課 放送部放送管理課長 業務係 廃棄
2019 放送部放送管理課 番組制作 番組制作関係（重要なもの） H31/R1テレビ特別講義の番組制作に係る提案募集について 放送部企画管理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 放送管理課 放送部放送管理課長 業務係 廃棄
2010 放送部放送管理課 番組制作 番組制作関係（重要なもの） 番組制作関係原議書綴（平成21年度・平成22年度） 放送部企画管理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 業務係 廃棄
2011 放送部放送管理課 番組制作 番組制作関係（重要なもの） 番組制作関係原議書綴（平成23年度） 放送部企画管理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 放送管理課 放送部放送管理課長 業務係 廃棄
2012 放送部放送管理課 番組制作 番組制作関係（重要なもの） 番組制作関係原議書綴（平成24年度） 放送部企画管理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 放送管理課 放送部放送管理課長 業務係 廃棄
2013 放送部放送管理課 番組制作 番組制作関係（重要なもの） 番組制作関係原議書綴（平成25年度） 放送部企画管理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 放送管理課 放送部放送管理課長 業務係 廃棄
2014 放送部放送管理課 番組制作 番組制作関係（重要なもの） 番組制作関係原議書綴（平成26年度） 放送部企画管理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 放送管理課 放送部放送管理課長 業務係 廃棄
2015 放送部放送管理課 番組制作 番組制作関係（重要なもの） 番組制作関係原議書綴（平成27年度） 放送部企画管理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 放送管理課 放送部放送管理課長 業務係 廃棄
2016 放送部放送管理課 番組制作 番組制作関係（重要なもの） 番組制作関係原議書綴（平成28年度） 放送部企画管理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 放送管理課 放送部放送管理課長 業務係 廃棄
2017 放送部放送管理課 番組制作 番組制作関係（重要なもの） 番組制作関係原議書綴（平成29年度） 放送部企画管理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 放送管理課 放送部放送管理課長 業務係 廃棄
2018 放送部放送管理課 番組制作 番組制作関係（重要なもの） 原議書綴（平成30年度） 放送部企画管理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 放送管理課 放送部放送管理課長 業務係 廃棄
2019 放送部放送管理課 番組制作 番組制作関係（重要なもの） 原議書綴（平成31/令和元年度） 放送部企画管理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 放送管理課 放送部放送管理課長 業務係 廃棄
2018 放送部放送管理課 番組制作 番組制作関係（重要なもの） H30年度　海外ロケ実施希望提案書　2020年度開設(2019年度制作) 放送部企画管理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 放送管理課 放送部放送管理課長 業務係 廃棄
2019 放送部放送管理課 番組制作 番組制作関係（重要なもの） H31/R1年度　海外ロケ実施希望提案書　2021年度開設(2020年度制作) 放送部企画管理課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 放送管理課 放送部放送管理課長 業務係 廃棄
2019 放送部放送管理課 番組制作 番組制作関係 生涯学習支援番組制作に係る提案募集について(2019年度第2回公募) 放送部企画管理課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 放送管理課 放送部放送管理課長 業務係 廃棄
2019 放送部放送管理課 番組制作 番組制作関係 生涯学習支援番組制作に係る提案募集について(2019年度第3回公募) 放送部企画管理課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 放送管理課 放送部放送管理課長 業務係 廃棄
2019 放送部放送管理課 番組制作 番組制作関係 生涯学習支援番組制作に係る提案募集について(2019年度第4回公募) 放送部企画管理課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 放送管理課 放送部放送管理課長 業務係 廃棄
2019 放送部放送管理課 番組制作 番組制作関係 生涯学習支援番組制作に係る提案募集について(2019年度第5回公募) 放送部企画管理課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 放送管理課 放送部放送管理課長 業務係 廃棄
2015 放送部放送管理課 番組制作 大学の窓等制作 平成２７年度告知番組制作業務 放送部企画管理課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 放送管理課 放送部放送管理課長 業務係 廃棄
2016 放送部放送管理課 番組制作 大学の窓等制作 平成２８年度告知番組制作業務 放送部企画管理課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 放送管理課 放送部放送管理課長 業務係 廃棄
2017 放送部放送管理課 番組制作 大学の窓等制作 平成２９年度告知番組制作業務 放送部企画管理課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 放送管理課 放送部放送管理課長 業務係 廃棄
2018 放送部放送管理課 番組制作 大学の窓等制作 平成30年度告知番組関係　請求書等 放送部企画管理課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 放送管理課 放送部放送管理課長 業務係 廃棄
2018 放送部放送管理課 番組制作 大学の窓等制作 平成30－平成31/令和元年度告知番組制作業務(2019・2020)　契約等 放送部企画管理課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 放送管理課 放送部放送管理課長 業務係 廃棄
2019 放送部放送管理課 番組制作 大学の窓等制作 平成31/令和元年度　告知番組関係　請求書等 放送部企画管理課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 放送管理課 放送部放送管理課長 業務係 廃棄
2014 放送部放送管理課 会計 契約実施手続関係 H26年度　番組制作完了報告書 放送部企画管理課長 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 資料管理棟 放送部放送管理課長 業務係 廃棄
2015 放送部放送管理課 会計 契約実施手続関係 H27年度　番組制作完了報告書 放送部企画管理課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 放送管理課 放送部放送管理課長 業務係 廃棄
2016 放送部放送管理課 会計 契約実施手続関係 H28年度　番組制作完了報告書 放送部企画管理課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 放送管理課 放送部放送管理課長 業務係 廃棄
2017 放送部放送管理課 会計 契約実施手続関係 H29年度　番組制作完了報告書 放送部企画管理課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 放送管理課 放送部放送管理課長 業務係 廃棄
2018 放送部放送管理課 会計 契約実施手続関係 H30年度　番組制作完了報告書　基本制作 放送部企画管理課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 放送管理課 放送部放送管理課長 業務係 廃棄
2018 放送部放送管理課 会計 契約実施手続関係 H30年度　番組制作完了報告書　その他 放送部企画管理課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 放送管理課 放送部放送管理課長 業務係 廃棄
2018 放送部放送管理課 会計 契約実施手続関係 H30年度　番組制作完了報告書　著作権① 放送部企画管理課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 放送管理課 放送部放送管理課長 業務係 廃棄
2018 放送部放送管理課 会計 契約実施手続関係 H30年度　番組制作完了報告書　著作権② 放送部企画管理課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 放送管理課 放送部放送管理課長 業務係 廃棄
2018 放送部放送管理課 会計 契約実施手続関係 H30年度　番組制作完了報告書　著作権（アーカイブス講義）③ 放送部企画管理課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 放送管理課 放送部放送管理課長 業務係 廃棄
2018 放送部放送管理課 会計 契約実施手続関係 H30年度　番組制作完了報告書　著作権　請求無し 放送部企画管理課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 放送管理課 放送部放送管理課長 業務係 廃棄
2018 放送部放送管理課 会計 契約実施手続関係 H30年度　番組制作完了報告書　CGパターン① 放送部企画管理課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 放送管理課 放送部放送管理課長 業務係 廃棄
2018 放送部放送管理課 会計 契約実施手続関係 H30年度　番組制作完了報告書　CGパターン② 放送部企画管理課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 放送管理課 放送部放送管理課長 業務係 廃棄
2019 放送部放送管理課 会計 契約実施手続関係 H31/R1年度　番組制作完了報告書　基本制作 放送部企画管理課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 放送管理課 放送部放送管理課長 業務係 廃棄
2019 放送部放送管理課 会計 契約実施手続関係 H31/R1年度　番組制作完了報告書　その他 放送部企画管理課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 放送管理課 放送部放送管理課長 業務係 廃棄
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2019 放送部放送管理課 会計 契約実施手続関係 H31/R1年度　番組制作完了報告書　著作権① 放送部企画管理課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 放送管理課 放送部放送管理課長 業務係 廃棄
2019 放送部放送管理課 会計 契約実施手続関係 H31/R1年度　番組制作完了報告書　著作権② 放送部企画管理課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 放送管理課 放送部放送管理課長 業務係 廃棄
2019 放送部放送管理課 会計 契約実施手続関係 H31/R1年度　番組制作完了報告書　著作権③ 放送部企画管理課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 放送管理課 放送部放送管理課長 業務係 廃棄
2019 放送部放送管理課 会計 契約実施手続関係 H31/R1年度　番組制作完了報告書　著作権　請求なし 放送部企画管理課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 放送管理課 放送部放送管理課長 業務係 廃棄
2019 放送部放送管理課 会計 契約実施手続関係 H31/R1年度　番組制作完了報告書　著作権　請求なし② 放送部企画管理課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 放送管理課 放送部放送管理課長 業務係 廃棄
2019 放送部放送管理課 会計 契約実施手続関係 H31/R1年度　番組制作完了報告書　CGパターン① 放送部企画管理課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 放送管理課 放送部放送管理課長 業務係 廃棄
2019 放送部放送管理課 会計 契約実施手続関係 H31/R1年度　番組制作完了報告書　CGパターン② 放送部企画管理課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 放送管理課 放送部放送管理課長 業務係 廃棄
2019 放送部放送管理課 会計 契約実施手続関係 H31/R1年度　番組制作完了報告書　CGパターン③ 放送部企画管理課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 放送管理課 放送部放送管理課長 業務係 廃棄
2019 放送部放送管理課 会計 契約実施手続関係 H31/R1年度　インターネット配信完了報告書　著作権　請求あり 放送部企画管理課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 放送管理課 放送部放送管理課長 業務係 廃棄
2019 放送部放送管理課 会計 契約実施手続関係 H31/R1年度　インターネット配信完了報告書　著作権　請求なし 放送部企画管理課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 放送管理課 放送部放送管理課長 業務係 廃棄
2019 放送部放送管理課 会計 契約実施手続関係 H31/R1年度　インターネット配信完了報告書　著作権　請求なし② 放送部企画管理課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 放送管理課 放送部放送管理課長 業務係 廃棄
2019 放送部放送管理課 会計 契約実施手続関係 H31/R1年度　インターネット配信完了報告書　OCW/授業科目/生涯延長 放送部企画管理課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 放送管理課 放送部放送管理課長 業務係 廃棄
2019 放送部放送管理課 会計 契約実施手続関係 H31/R1年度　インターネット配信著作権処理　請求書 放送部企画管理課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 放送管理課 放送部放送管理課長 業務係 廃棄
2018 放送部放送管理課 会計 契約実施手続関係 H30年度　生涯学習支援番組契約 放送部企画管理課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 放送管理課 放送部放送管理課長 業務係 廃棄
2018 放送部放送管理課 会計 契約実施手続関係 H30年度　生涯学習支援番組契約（制作会社） 放送部企画管理課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 放送管理課 放送部放送管理課長 業務係 廃棄
2018 放送部放送管理課 会計 契約実施手続関係 H30年度　生涯学習支援番組契約（2018年度第1回） 放送部企画管理課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 放送管理課 放送部放送管理課長 業務係 廃棄
2018 放送部放送管理課 会計 契約実施手続関係 H30年度　生涯学習支援番組契約「ローカルSDGsの可能性」 放送部企画管理課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 放送管理課 放送部放送管理課長 業務係 廃棄
2018 放送部放送管理課 会計 契約実施手続関係 H30年度　生涯学習支援番組契約　検査調書等 放送部企画管理課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 放送管理課 放送部放送管理課長 業務係 廃棄
2018 放送部放送管理課 会計 契約実施手続関係 H30年度　番組共同制作関係 放送部企画管理課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 放送管理課 放送部放送管理課長 業務係 廃棄
2019 放送部放送管理課 会計 契約実施手続関係 H31/R1年度　生涯学習支援番組契約 放送部企画管理課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 放送管理課 放送部放送管理課長 業務係 廃棄
2019 放送部放送管理課 会計 契約実施手続関係 H31/R1年度　生涯学習支援番組契約　完了報告書等 放送部企画管理課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 放送管理課 放送部放送管理課長 業務係 廃棄
2018 放送部企画編成課 規程 規程関係 総務係 原議書綴（H30～） 放送部企画管理課長 2019/4/1 30年 2049/3/31 紙 企画編成課 放送部企画編成課長 総務係 廃棄
2019 放送部企画編成課 職員 出勤簿 出勤簿（2019年） 放送部企画編成課長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 企画編成課 放送部企画編成課長 企画係 廃棄
2019 放送部企画編成課 職員 休暇簿 年次休暇・特別休暇・振替割振（2019年） 放送部企画編成課長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 企画編成課 放送部企画編成課長 企画係 廃棄
2019 放送部企画編成課 職員 週休日・勤務時間 週休日・勤務時間割振 （2019年） 放送部企画編成課長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 企画編成課 放送部企画編成課長 企画係 廃棄
2019 放送部企画編成課 庶務 旅行命令（依頼）伺等 旅行命令簿　（2019年） 放送部企画編成課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 企画編成課 放送部企画編成課長 企画係 廃棄
2019 放送部企画編成課 庶務 外勤交通費 外勤交通費　（2019年） 放送部企画編成課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 企画編成課 放送部企画編成課長 企画係 廃棄
1995 放送部企画編成課 規程 規程関係 放送番組に係る規程等の制定・改廃 放送部企画管理課長 1996/4/1 30年 2026/3/31 紙 企画編成課 放送部企画編成課長 企画係 廃棄
1997 放送部企画編成課 規程 規程関係 放送番組に係る規程等の制定・改廃 放送部企画管理課長 1998/4/1 30年 2028/3/31 紙 企画編成課 放送部企画編成課長 企画係 廃棄
1998 放送部企画編成課 規程 規程関係 放送番組に係る規程等の制定・改廃 放送部企画管理課長 1999/4/1 30年 2029/3/31 紙 企画編成課 放送部企画編成課長 企画係 廃棄
2002 放送部企画編成課 規程 規程関係 放送番組に係る規程等の制定・改廃 放送部企画管理課長 2003/4/1 30年 2033/3/31 紙 企画編成課 放送部企画編成課長 企画係 廃棄
2003 放送部企画編成課 規程 規程関係 放送番組に係る規程等の制定・改廃 放送部企画管理課長 2004/4/1 30年 2034/3/31 紙 企画編成課 放送部企画編成課長 企画係 廃棄
2004 放送部企画編成課 規程 規程関係 放送番組に係る規程等の制定・改廃 放送部企画管理課長 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 企画編成課 放送部企画編成課長 企画係 廃棄
2006 放送部企画編成課 規程 規程関係 放送番組に係る規程等の制定・改廃 放送部企画管理課長 2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 企画編成課 放送部企画編成課長 企画係 廃棄
2007 放送部企画編成課 規程 規程関係 放送番組に係る規程等の制定・改廃 放送部企画管理課長 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 企画編成課 放送部企画編成課長 企画係 廃棄
2008 放送部企画編成課 規程 規程関係 放送番組に係る規程等の制定・改廃 放送部企画管理課長 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 企画編成課 放送部企画編成課長 企画係 廃棄
2009 放送部企画編成課 規程 規程関係 放送番組に係る規程等の制定・改廃 放送部企画管理課長 2010/4/1 30年 2040/3/31 紙 企画編成課 放送部企画編成課長 企画係 廃棄
2010 放送部企画編成課 規程 規程関係 放送番組に係る規程等の制定・改廃 放送部企画管理課長 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙 企画編成課 放送部企画編成課長 企画係 廃棄
2011 放送部企画編成課 規程 規程関係 放送番組に係る規程等の制定・改廃 放送部企画管理課長 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 企画編成課 放送部企画編成課長 企画係 廃棄
2014 放送部企画編成課 規程 規程関係 放送番組に係る規程等の制定・改廃 放送部企画管理課長 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 企画編成課 放送部企画編成課長 企画係 廃棄
2015 放送部企画編成課 規程 規程関係 放送番組に係る規程等の制定・改廃 放送部企画管理課長 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 企画編成課 放送部企画編成課長 企画係 廃棄
2000 放送部企画編成課 規程 規程関係 放送番組に係る規程等の制定・改廃 放送部企画管理課長 2001/4/1 30年 2031/3/31 紙 企画編成課 放送部企画編成課長 企画係 廃棄
2016 放送部企画編成課 規程 規程関係 放送番組に係る規程等の制定・改廃 放送部企画管理課長 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 企画編成課 放送部企画編成課長 企画係 廃棄
2017 放送部企画編成課 規程 規程関係 放送番組に係る規程等の制定・改廃 放送部企画管理課長 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 企画編成課 放送部企画編成課長 企画係 廃棄
2018 放送部企画編成課 規程 規程関係 放送番組に係る規程等の制定・改廃 放送部企画管理課長 2019/4/1 30年 2049/3/31 紙 企画編成課 放送部企画編成課長 企画係 廃棄
2019 放送部企画編成課 規程 規程関係 放送番組に係る規程当の制定・改廃 放送部企画編成課長 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 企画編成課 放送部企画編成課長 企画係 廃棄
2006 放送部企画編成課 放送 放送事故調査委員会 放送事故調査委員会（H13～18） 放送部企画管理課長 2007/4/1 20年 2027/3/31 紙 企画管理課 放送部企画管理課長 総務係 廃棄 当初の保存期間満了日：2017年3月31日
延長期間：10年

2005 放送部企画編成課 放送 デジタル放送推進協会・RMPセンター関係 デジタル放送推進協会（H17） 放送部企画管理課長 2006/4/1 20年 2026/3/31 紙 企画管理課 放送部企画管理課長 総務係 廃棄 当初の保存期間満了日：2016年3月31日
延長期間：10年

2009 放送部企画編成課 放送 デジタル放送推進協会・RMPセンター関係 デジタル放送推進協会（H18～21） 放送部企画管理課長 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 企画管理課 放送部企画管理課長 総務係 廃棄
2011 放送部企画編成課 放送 デジタル放送推進協会・RMPセンター関係 デジタル放送推進協会（H21～23） 放送部企画管理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 企画管理課 放送部企画管理課長 総務係 廃棄
2017 放送部企画編成課 放送 デジタル放送推進協会・RMPセンター関係 デジタル放送推進協会（H23～H29） 放送部企画管理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 企画管理課 放送部企画管理課長 総務係 廃棄
2017 放送部企画編成課 放送 デジタル放送推進協会・RMPセンター関係 地上放送ＲＭＰ管理センター（H23～H29） 放送部企画管理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 企画管理課 放送部企画管理課長 総務係 廃棄
2006 放送部企画編成課 放送 無線局免許申請 地上デジタル放送無線局免許申請（H17,18） 放送部企画管理課長 2007/4/1 5年（再免許後） 紙 資料管理棟 放送部企画管理課長 総務係 廃棄
2014 放送部企画編成課 放送 無線局関係 無線局関係（H26年度） 放送部企画管理課長 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 企画管理課 放送部企画管理課長 総務係 廃棄
2015 放送部企画編成課 放送 無線局関係 無線局関係（H27年度） 放送部企画管理課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 企画管理課 放送部企画管理課長 総務係 廃棄
2016 放送部企画編成課 放送 無線局関係 無線局関係（H28年度） 放送部企画管理課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 企画管理課 放送部企画管理課長 総務係 廃棄
2017 放送部企画編成課 放送 無線局関係 無線局関係（H29年度） 放送部企画管理課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 企画管理課 放送部企画管理課長 総務係 廃棄
2018 放送部企画編成課 放送 無線局関係 無線局関係（H30年度）（廃止年） 放送部企画管理課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 企画管理課 放送部企画管理課長 総務係 廃棄
2010 放送部企画編成課 放送 視聴状況調査 視聴状況調査（平成22年度） 放送部企画管理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 企画編成課 放送部企画編成課長 企画係 廃棄
2011 放送部企画編成課 放送 視聴状況調査 視聴状況調査（平成23年度） 放送部企画管理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 企画編成課 放送部企画編成課長 企画係 廃棄
2012 放送部企画編成課 放送 視聴状況調査 視聴状況調査（平成24年度） 放送部企画管理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 企画編成課 放送部企画編成課長 企画係 廃棄
2013 放送部企画編成課 放送 視聴状況調査 視聴状況調査（平成25年度） 放送部企画管理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 企画編成課 放送部企画編成課長 企画係 廃棄
2014 放送部企画編成課 放送 視聴状況調査 視聴状況調査（平成26年度） 放送部企画管理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 企画編成課 放送部企画編成課長 企画係 廃棄
2015 放送部企画編成課 放送 視聴状況調査 視聴状況調査（平成27年度） 放送部企画管理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 企画編成課 放送部企画編成課長 企画係 廃棄
2016 放送部企画編成課 放送 視聴状況調査 視聴状況調査（平成28年度） 放送部企画管理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 企画編成課 放送部企画編成課長 企画係 廃棄
2017 放送部企画編成課 放送 視聴状況調査 視聴状況調査（平成29年度） 放送部企画管理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 企画編成課 放送部企画編成課長 企画係 廃棄
2018 放送部企画編成課 放送 視聴状況調査 視聴状況調査（平成30年度） 放送部企画管理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 企画編成課 放送部企画編成課長 企画係 廃棄
2019 放送部企画編成課 放送 視聴状況調査 視聴状況調査（2019年度） 放送部企画編成課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 企画編成課 放送部企画編成課長 企画係 廃棄
2010 放送部企画編成課 放送 放送番組考査結果について 平成22年度放送番組考査結果について 放送部企画管理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 企画編成課 放送部企画編成課長 企画係 廃棄
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措置結果
2011 放送部企画編成課 放送 放送番組考査結果について 平成23年度放送番組考査結果について 放送部企画管理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 企画編成課 放送部企画編成課長 企画係 廃棄
2012 放送部企画編成課 放送 放送番組考査結果について 平成24年度放送番組考査結果について 放送部企画管理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 企画編成課 放送部企画編成課長 企画係 廃棄
2013 放送部企画編成課 放送 放送番組考査結果について 平成25年度放送番組考査結果について 放送部企画管理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 企画編成課 放送部企画編成課長 企画係 廃棄
2014 放送部企画編成課 放送 放送番組考査結果について 平成26年度放送番組考査結果について 放送部企画管理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 企画編成課 放送部企画編成課長 企画係 廃棄
2015 放送部企画編成課 放送 放送番組考査結果について 平成27年度放送番組考査結果について 放送部企画管理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 企画編成課 放送部企画編成課長 企画係 廃棄
2016 放送部企画編成課 放送 放送番組考査結果について 平成28年度放送番組考査結果について 放送部企画管理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 企画編成課 放送部企画編成課長 企画係 廃棄
2017 放送部企画編成課 放送 放送番組考査結果について 平成29年度放送番組考査結果について 放送部企画管理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 企画編成課 放送部企画編成課長 企画係 廃棄
2018 放送部企画編成課 放送 放送番組考査結果について 平成30年度放送番組考査結果について 放送部企画管理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 企画編成課 放送部企画編成課長 企画係 廃棄
2019 放送部企画編成課 放送 放送番組考査結果について 令和元年度放送番組考査結果について 放送部企画編成課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 企画編成課 放送部企画編成課長 企画係 廃棄
1984 放送部企画編成課 放送 放送番組確定表 テレビ予告放送番組確定表（昭和59年度） 放送部企画管理課長 1985/4/1 5年（業務廃止後） 紙 資料管理棟 放送部企画編成課長 企画係 廃棄
1985 放送部企画編成課 放送 放送番組確定表 テレビ放送番組確定表（昭和60年度1学期） 放送部企画管理課長 1986/4/1 5年（業務廃止後） 紙 資料管理棟 放送部企画編成課長 企画係 廃棄
1985 放送部企画編成課 放送 放送番組確定表 テレビ放送番組確定表（昭和60年度2学期） 放送部企画管理課長 1986/4/1 5年（業務廃止後） 紙 資料管理棟 放送部企画編成課長 企画係 廃棄
1985 放送部企画編成課 放送 放送番組確定表 テレビ放送番組確定表（昭和60年度3学期） 放送部企画管理課長 1986/4/1 5年（業務廃止後） 紙 資料管理棟 放送部企画編成課長 企画係 廃棄
1986 放送部企画編成課 放送 放送番組確定表 テレビ放送番組確定表（昭和61年度1学期） 放送部企画管理課長 1987/4/1 5年（業務廃止後） 紙 資料管理棟 放送部企画編成課長 企画係 廃棄
1986 放送部企画編成課 放送 放送番組確定表 テレビ放送番組確定表（昭和61年度2学期） 放送部企画管理課長 1987/4/1 5年（業務廃止後） 紙 資料管理棟 放送部企画編成課長 企画係 廃棄
1986 放送部企画編成課 放送 放送番組確定表 テレビ放送番組確定表（昭和61年度3学期） 放送部企画管理課長 1987/4/1 5年（業務廃止後） 紙 資料管理棟 放送部企画編成課長 企画係 廃棄
1987 放送部企画編成課 放送 放送番組確定表 テレビ放送番組確定表（昭和62年度1学期） 放送部企画管理課長 1988/4/1 5年（業務廃止後） 紙 資料管理棟 放送部企画編成課長 企画係 廃棄
1987 放送部企画編成課 放送 放送番組確定表 テレビ放送番組確定表（昭和62年度2学期） 放送部企画管理課長 1988/4/1 5年（業務廃止後） 紙 資料管理棟 放送部企画編成課長 企画係 廃棄
1987 放送部企画編成課 放送 放送番組確定表 テレビ放送番組確定表（昭和62年度3学期） 放送部企画管理課長 1988/4/1 5年（業務廃止後） 紙 資料管理棟 放送部企画編成課長 企画係 廃棄
1988 放送部企画編成課 放送 放送番組確定表 テレビ放送番組確定表（昭和63年度1学期） 放送部企画管理課長 1989/4/1 5年（業務廃止後） 紙 資料管理棟 放送部企画編成課長 企画係 廃棄
1988 放送部企画編成課 放送 放送番組確定表 テレビ放送番組確定表（昭和63年度2学期） 放送部企画管理課長 1989/4/1 5年（業務廃止後） 紙 資料管理棟 放送部企画編成課長 企画係 廃棄
1988 放送部企画編成課 放送 放送番組確定表 テレビ放送番組確定表（昭和63年度3学期） 放送部企画管理課長 1989/4/1 5年（業務廃止後） 紙 資料管理棟 放送部企画編成課長 企画係 廃棄
1989 放送部企画編成課 放送 放送番組確定表 テレビ放送番組確定表（平成元年度1学期） 放送部企画管理課長 1990/4/1 5年（業務廃止後） 紙 資料管理棟 放送部企画編成課長 企画係 廃棄
1989 放送部企画編成課 放送 放送番組確定表 テレビ放送番組確定表（平成元年度2学期） 放送部企画管理課長 1990/4/1 5年（業務廃止後） 紙 資料管理棟 放送部企画編成課長 企画係 廃棄
1990 放送部企画編成課 放送 放送番組確定表 テレビ放送番組確定表（平成2年度1学期） 放送部企画管理課長 1991/4/1 5年（業務廃止後） 紙 資料管理棟 放送部企画編成課長 企画係 廃棄
1990 放送部企画編成課 放送 放送番組確定表 テレビ放送番組確定表（平成2年度2学期） 放送部企画管理課長 1991/4/1 5年（業務廃止後） 紙 資料管理棟 放送部企画編成課長 企画係 廃棄
1991 放送部企画編成課 放送 放送番組確定表 テレビ放送番組確定表（平成3年度1学期） 放送部企画管理課長 1992/4/1 5年（業務廃止後） 紙 資料管理棟 放送部企画編成課長 企画係 廃棄
1991 放送部企画編成課 放送 放送番組確定表 テレビ放送番組確定表（平成3年度2学期） 放送部企画管理課長 1992/4/1 5年（業務廃止後） 紙 資料管理棟 放送部企画編成課長 企画係 廃棄
1992 放送部企画編成課 放送 放送番組確定表 テレビ放送番組確定表（平成4年度1学期） 放送部企画管理課長 1993/4/1 5年（業務廃止後） 紙 資料管理棟 放送部企画編成課長 企画係 廃棄
1992 放送部企画編成課 放送 放送番組確定表 テレビ放送番組確定表（平成4年度2学期） 放送部企画管理課長 1993/4/1 5年（業務廃止後） 紙 資料管理棟 放送部企画編成課長 企画係 廃棄
1993 放送部企画編成課 放送 放送番組確定表 テレビ放送番組確定表（平成5年度1学期） 放送部企画管理課長 1994/4/1 5年（業務廃止後） 紙 資料管理棟 放送部企画編成課長 企画係 廃棄
1993 放送部企画編成課 放送 放送番組確定表 テレビ放送番組確定表（平成5年度2学期） 放送部企画管理課長 1994/4/1 5年（業務廃止後） 紙 資料管理棟 放送部企画編成課長 企画係 廃棄
1994 放送部企画編成課 放送 放送番組確定表 テレビ放送番組確定表（平成6年度1学期） 放送部企画管理課長 1995/4/1 5年（業務廃止後） 紙 資料管理棟 放送部企画編成課長 企画係 廃棄
1994 放送部企画編成課 放送 放送番組確定表 テレビ放送番組確定表（平成6年度2学期） 放送部企画管理課長 1995/4/1 5年（業務廃止後） 紙 資料管理棟 放送部企画編成課長 企画係 廃棄
1995 放送部企画編成課 放送 放送番組確定表 テレビ放送番組確定表（平成7年度1学期） 放送部企画管理課長 1996/4/1 5年（業務廃止後） 紙 資料管理棟 放送部企画編成課長 企画係 廃棄
1995 放送部企画編成課 放送 放送番組確定表 テレビ放送番組確定表（平成7年度2学期） 放送部企画管理課長 1996/4/1 5年（業務廃止後） 紙 資料管理棟 放送部企画編成課長 企画係 廃棄
1996 放送部企画編成課 放送 放送番組確定表 テレビ放送番組確定表（平成8年度1学期） 放送部企画管理課長 1997/4/1 5年（業務廃止後） 紙 資料管理棟 放送部企画編成課長 企画係 廃棄
1996 放送部企画編成課 放送 放送番組確定表 テレビ放送番組確定表（平成8年度2学期） 放送部企画管理課長 1997/4/1 5年（業務廃止後） 紙 資料管理棟 放送部企画編成課長 企画係 廃棄
1997 放送部企画編成課 放送 放送番組確定表 テレビ放送番組確定表（平成9年度1学期） 放送部企画管理課長 1998/4/1 5年（業務廃止後） 紙 資料管理棟 放送部企画編成課長 企画係 廃棄
1997 放送部企画編成課 放送 放送番組確定表 テレビ放送番組確定表（平成9年度2学期） 放送部企画管理課長 1998/4/1 5年（業務廃止後） 紙 資料管理棟 放送部企画編成課長 企画係 廃棄
1998 放送部企画編成課 放送 放送番組確定表 テレビ放送番組確定表（平成10年度1学期） 放送部企画管理課長 1999/4/1 5年（業務廃止後） 紙 資料管理棟 放送部企画編成課長 企画係 廃棄
1998 放送部企画編成課 放送 放送番組確定表 テレビ放送番組確定表（平成10年度2学期） 放送部企画管理課長 1999/4/1 5年（業務廃止後） 紙 資料管理棟 放送部企画編成課長 企画係 廃棄
1999 放送部企画編成課 放送 放送番組確定表 テレビ放送番組確定表（平成11年度1学期） 放送部企画管理課長 2000/4/1 5年（業務廃止後） 紙 資料管理棟 放送部企画編成課長 企画係 廃棄
1999 放送部企画編成課 放送 放送番組確定表 テレビ放送番組確定表（平成11年度2学期） 放送部企画管理課長 2000/4/1 5年（業務廃止後） 紙 資料管理棟 放送部企画編成課長 企画係 廃棄
2000 放送部企画編成課 放送 放送番組確定表 テレビ放送番組確定表（平成12年度1学期） 放送部企画管理課長 2001/4/1 5年（業務廃止後） 紙 資料管理棟 放送部企画編成課長 企画係 廃棄
2000 放送部企画編成課 放送 放送番組確定表 テレビ放送番組確定表（平成12年度2学期） 放送部企画管理課長 2001/4/1 5年（業務廃止後） 紙 資料管理棟 放送部企画編成課長 企画係 廃棄
2001 放送部企画編成課 放送 放送番組確定表 テレビ放送番組確定表（平成13年度1学期） 放送部企画管理課長 2002/4/1 5年（業務廃止後） 紙 資料管理棟 放送部企画編成課長 企画係 廃棄
2001 放送部企画編成課 放送 放送番組確定表 テレビ放送番組確定表（平成13年度2学期） 放送部企画管理課長 2002/4/1 5年（業務廃止後） 紙 資料管理棟 放送部企画編成課長 企画係 廃棄
2002 放送部企画編成課 放送 放送番組確定表 テレビ放送番組確定表（平成14年度1学期） 放送部企画管理課長 2003/4/1 5年（業務廃止後） 紙 資料管理棟 放送部企画編成課長 企画係 廃棄
2002 放送部企画編成課 放送 放送番組確定表 テレビ放送番組確定表（平成14年度2学期） 放送部企画管理課長 2003/4/1 5年（業務廃止後） 紙 資料管理棟 放送部企画編成課長 企画係 廃棄
2003 放送部企画編成課 放送 放送番組確定表 テレビ放送番組確定表（平成15年度1学期） 放送部企画管理課長 2004/4/1 5年（業務廃止後） 紙 資料管理棟 放送部企画編成課長 企画係 廃棄
2003 放送部企画編成課 放送 放送番組確定表 テレビ放送番組確定表（平成15年度2学期） 放送部企画管理課長 2004/4/1 5年（業務廃止後） 紙 資料管理棟 放送部企画編成課長 企画係 廃棄
2004 放送部企画編成課 放送 放送番組確定表 テレビ放送番組確定表（平成16年度1学期） 放送部企画管理課長 2005/4/1 5年（業務廃止後） 紙 資料管理棟 放送部企画編成課長 企画係 廃棄
2004 放送部企画編成課 放送 放送番組確定表 テレビ放送番組確定表（平成16年度2学期） 放送部企画管理課長 2005/4/1 5年（業務廃止後） 紙 資料管理棟 放送部企画編成課長 企画係 廃棄
2005 放送部企画編成課 放送 放送番組確定表 テレビ放送番組確定表（平成17年度1学期） 放送部企画管理課長 2006/4/1 5年（業務廃止後） 紙 資料管理棟 放送部企画編成課長 企画係 廃棄
2005 放送部企画編成課 放送 放送番組確定表 テレビ放送番組確定表（平成17年度2学期） 放送部企画管理課長 2006/4/1 5年（業務廃止後） 紙 資料管理棟 放送部企画編成課長 企画係 廃棄
2006 放送部企画編成課 放送 放送番組確定表 テレビ放送番組確定表（平成18年度1学期） 放送部企画管理課長 2007/4/1 5年（業務廃止後） 紙 資料管理棟 放送部企画編成課長 企画係 廃棄
2006 放送部企画編成課 放送 放送番組確定表 テレビ放送番組確定表（平成18年度2学期） 放送部企画管理課長 2007/4/1 5年（業務廃止後） 紙 資料管理棟 放送部企画編成課長 企画係 廃棄
2007 放送部企画編成課 放送 放送番組確定表 テレビ放送番組確定表（平成19年度1学期） 放送部企画管理課長 2008/4/1 5年（業務廃止後） 紙 資料管理棟 放送部企画編成課長 企画係 廃棄
2007 放送部企画編成課 放送 放送番組確定表 テレビ放送番組確定表（平成19年度2学期） 放送部企画管理課長 2008/4/1 5年（業務廃止後） 紙 資料管理棟 放送部企画編成課長 企画係 廃棄
2008 放送部企画編成課 放送 放送番組確定表 テレビ放送番組確定表（平成20年度1学期） 放送部企画管理課長 2009/4/1 5年（業務廃止後） 紙 資料管理棟 放送部企画編成課長 企画係 廃棄
2008 放送部企画編成課 放送 放送番組確定表 テレビ放送番組確定表（平成20年度2学期） 放送部企画管理課長 2009/4/1 5年（業務廃止後） 紙 資料管理棟 放送部企画編成課長 企画係 廃棄
2009 放送部企画編成課 放送 放送番組確定表 テレビ放送番組確定表（平成21年度1学期） 放送部企画管理課長 2010/4/1 5年（業務廃止後） 紙 資料管理棟 放送部企画編成課長 企画係 廃棄
2009 放送部企画編成課 放送 放送番組確定表 テレビ放送番組確定表（平成21年度2学期） 放送部企画管理課長 2010/4/1 5年（業務廃止後） 紙 資料管理棟 放送部企画編成課長 企画係 廃棄
2010 放送部企画編成課 放送 放送番組確定表 テレビ放送番組確定表（平成22年度1学期） 放送部企画管理課長 2011/4/1 5年（業務廃止後） 紙 資料管理棟 放送部企画編成課長 企画係 廃棄
2010 放送部企画編成課 放送 放送番組確定表 テレビ放送番組確定表（平成22年度2学期） 放送部企画管理課長 2011/4/1 5年（業務廃止後） 紙 資料管理棟 放送部企画編成課長 企画係 廃棄
2011 放送部企画編成課 放送 放送番組確定表 テレビ放送番組確定表（平成23年度1学期） 放送部企画管理課長 2012/4/1 5年（業務廃止後） 紙 資料管理棟 放送部企画編成課長 企画係 廃棄
2011 放送部企画編成課 放送 放送番組確定表 テレビ放送番組確定表（平成23年度2学期） 放送部企画管理課長 2012/4/1 5年（業務廃止後） 紙 資料管理棟 放送部企画編成課長 企画係 廃棄
2012 放送部企画編成課 放送 放送番組確定表 テレビ放送番組確定表（平成24年度1学期） 放送部企画管理課長 2013/4/1 5年（業務廃止後） 紙 資料管理棟 放送部企画編成課長 企画係 廃棄
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2012 放送部企画編成課 放送 放送番組確定表 テレビ放送番組確定表（平成24年度2学期） 放送部企画管理課長 2013/4/1 5年（業務廃止後） 紙 資料管理棟 放送部企画編成課長 企画係 廃棄
2013 放送部企画編成課 放送 放送番組確定表 テレビ放送番組確定表（平成25年度1学期） 放送部企画管理課長 2014/4/1 5年（業務廃止後） 紙 資料管理棟 放送部企画編成課長 企画係 廃棄
2013 放送部企画編成課 放送 放送番組確定表 テレビ放送番組確定表（平成25年度2学期） 放送部企画管理課長 2014/4/1 5年（業務廃止後） 紙 資料管理棟 放送部企画編成課長 企画係 廃棄
2014 放送部企画編成課 放送 放送番組確定表 テレビ放送番組確定表（平成26年度1学期） 放送部企画管理課長 2015/4/1 5年（業務廃止後） 紙 資料管理棟 放送部企画編成課長 企画係 廃棄
2014 放送部企画編成課 放送 放送番組確定表 テレビ放送番組確定表（平成26年度2学期） 放送部企画管理課長 2015/4/1 5年（業務廃止後） 紙 資料管理棟 放送部企画編成課長 企画係 廃棄
2015 放送部企画編成課 放送 放送番組確定表 テレビ放送番組確定表（平成27年度1学期） 放送部企画管理課長 2016/4/1 5年（業務廃止後） 紙 資料管理棟 放送部企画編成課長 企画係 廃棄
2015 放送部企画編成課 放送 放送番組確定表 テレビ放送番組確定表（平成27年度2学期） 放送部企画管理課長 2016/4/1 5年（業務廃止後） 紙 資料管理棟 放送部企画編成課長 企画係 廃棄
2016 放送部企画編成課 放送 放送番組確定表 テレビ放送番組確定表（平成28年度1学期） 放送部企画管理課長 2017/4/1 5年（業務廃止後） 紙 資料管理棟 放送部企画編成課長 企画係 廃棄
2016 放送部企画編成課 放送 放送番組確定表 テレビ放送番組確定表（平成28年度2学期） 放送部企画管理課長 2017/4/1 5年（業務廃止後） 紙 資料管理棟 放送部企画編成課長 企画係 廃棄
2017 放送部企画編成課 放送 放送番組確定表 テレビ放送番組確定表（平成29年度1学期） 放送部企画管理課長 2018/4/1 5年（業務廃止後） 紙 資料管理棟 放送部企画編成課長 企画係 廃棄
2017 放送部企画編成課 放送 放送番組確定表 テレビ放送番組確定表（平成29年度2学期） 放送部企画管理課長 2018/4/1 5年（業務廃止後） 紙 資料管理棟 放送部企画編成課長 企画係 廃棄
2018 放送部企画編成課 放送 放送番組確定表 テレビ放送番組確定表（平成30年度1学期） 放送部企画管理課長 2019/4/1 5年（業務廃止後） 紙 資料管理棟 放送部企画編成課長 企画係 廃棄
2018 放送部企画編成課 放送 放送番組確定表 テレビ放送番組確定表（平成30年度2学期） 放送部企画管理課長 2019/4/1 5年（業務廃止後） 紙 資料管理棟 放送部企画編成課長 企画係 廃棄
2019 放送部企画編成課 放送 放送番組確定表 テレビ放送番組確定表（2019年度1学期） 放送部企画編成課長 2020/4/1 5年（業務廃止後） 紙 企画編成課 放送部企画編成課長 企画係 廃棄
2019 放送部企画編成課 放送 放送番組確定表 テレビ放送番組確定表（2019年度2学期） 放送部企画編成課長 2020/4/1 5年（業務廃止後） 紙 企画編成課 放送部企画編成課長 企画係 廃棄
1984 放送部企画編成課 放送 放送番組確定表 ラジオ予告放送番組確定表（昭和59年度） 放送部企画管理課長 1985/4/1 5年（業務廃止後） 紙 資料管理棟 放送部企画編成課長 企画係 廃棄
1985 放送部企画編成課 放送 放送番組確定表 ラジオ放送番組確定表（昭和60年度1学期） 放送部企画管理課長 1986/4/1 5年（業務廃止後） 紙 資料管理棟 放送部企画編成課長 企画係 廃棄
1985 放送部企画編成課 放送 放送番組確定表 ラジオ放送番組確定表（昭和60年度2学期） 放送部企画管理課長 1986/4/1 5年（業務廃止後） 紙 資料管理棟 放送部企画編成課長 企画係 廃棄
1985 放送部企画編成課 放送 放送番組確定表 ラジオ放送番組確定表（昭和60年度3学期） 放送部企画管理課長 1986/4/1 5年（業務廃止後） 紙 資料管理棟 放送部企画編成課長 企画係 廃棄
1986 放送部企画編成課 放送 放送番組確定表 ラジオ放送番組確定表（昭和61年度1学期） 放送部企画管理課長 1987/4/1 5年（業務廃止後） 紙 資料管理棟 放送部企画編成課長 企画係 廃棄
1986 放送部企画編成課 放送 放送番組確定表 ラジオ放送番組確定表（昭和61年度2学期） 放送部企画管理課長 1987/4/1 5年（業務廃止後） 紙 資料管理棟 放送部企画編成課長 企画係 廃棄
1986 放送部企画編成課 放送 放送番組確定表 ラジオ放送番組確定表（昭和61年度3学期） 放送部企画管理課長 1987/4/1 5年（業務廃止後） 紙 資料管理棟 放送部企画編成課長 企画係 廃棄
1987 放送部企画編成課 放送 放送番組確定表 ラジオ放送番組確定表（昭和62年度1学期） 放送部企画管理課長 1988/4/1 5年（業務廃止後） 紙 資料管理棟 放送部企画編成課長 企画係 廃棄
1987 放送部企画編成課 放送 放送番組確定表 ラジオ放送番組確定表（昭和62年度2学期） 放送部企画管理課長 1988/4/1 5年（業務廃止後） 紙 資料管理棟 放送部企画編成課長 企画係 廃棄
1987 放送部企画編成課 放送 放送番組確定表 ラジオ放送番組確定表（昭和62年度3学期） 放送部企画管理課長 1988/4/1 5年（業務廃止後） 紙 資料管理棟 放送部企画編成課長 企画係 廃棄
1988 放送部企画編成課 放送 放送番組確定表 ラジオ放送番組確定表（昭和63年度1学期） 放送部企画管理課長 1989/4/1 5年（業務廃止後） 紙 資料管理棟 放送部企画編成課長 企画係 廃棄
1988 放送部企画編成課 放送 放送番組確定表 ラジオ放送番組確定表（昭和63年度2学期） 放送部企画管理課長 1989/4/1 5年（業務廃止後） 紙 資料管理棟 放送部企画編成課長 企画係 廃棄
1988 放送部企画編成課 放送 放送番組確定表 ラジオ放送番組確定表（昭和63年度3学期） 放送部企画管理課長 1989/4/1 5年（業務廃止後） 紙 資料管理棟 放送部企画編成課長 企画係 廃棄
1989 放送部企画編成課 放送 放送番組確定表 ラジオ放送番組確定表（平成元年度1学期） 放送部企画管理課長 1990/4/1 5年（業務廃止後） 紙 資料管理棟 放送部企画編成課長 企画係 廃棄
1989 放送部企画編成課 放送 放送番組確定表 ラジオ放送番組確定表（平成元年度2学期） 放送部企画管理課長 1990/4/1 5年（業務廃止後） 紙 資料管理棟 放送部企画編成課長 企画係 廃棄
1990 放送部企画編成課 放送 放送番組確定表 ラジオ放送番組確定表（平成2年度1学期） 放送部企画管理課長 1991/4/1 5年（業務廃止後） 紙 資料管理棟 放送部企画編成課長 企画係 廃棄
1990 放送部企画編成課 放送 放送番組確定表 ラジオ放送番組確定表（平成2年度2学期） 放送部企画管理課長 1991/4/1 5年（業務廃止後） 紙 資料管理棟 放送部企画編成課長 企画係 廃棄
1991 放送部企画編成課 放送 放送番組確定表 ラジオ放送番組確定表（平成3年度1学期） 放送部企画管理課長 1992/4/1 5年（業務廃止後） 紙 資料管理棟 放送部企画編成課長 企画係 廃棄
1991 放送部企画編成課 放送 放送番組確定表 ラジオ放送番組確定表（平成3年度2学期） 放送部企画管理課長 1992/4/1 5年（業務廃止後） 紙 資料管理棟 放送部企画編成課長 企画係 廃棄
1992 放送部企画編成課 放送 放送番組確定表 ラジオ放送番組確定表（平成4年度1学期） 放送部企画管理課長 1993/4/1 5年（業務廃止後） 紙 資料管理棟 放送部企画編成課長 企画係 廃棄
1992 放送部企画編成課 放送 放送番組確定表 ラジオ放送番組確定表（平成4年度2学期） 放送部企画管理課長 1993/4/1 5年（業務廃止後） 紙 資料管理棟 放送部企画編成課長 企画係 廃棄
1993 放送部企画編成課 放送 放送番組確定表 ラジオ放送番組確定表（平成5年度1学期） 放送部企画管理課長 1994/4/1 5年（業務廃止後） 紙 資料管理棟 放送部企画編成課長 企画係 廃棄
1993 放送部企画編成課 放送 放送番組確定表 ラジオ放送番組確定表（平成5年度2学期） 放送部企画管理課長 1994/4/1 5年（業務廃止後） 紙 資料管理棟 放送部企画編成課長 企画係 廃棄
1994 放送部企画編成課 放送 放送番組確定表 ラジオ放送番組確定表（平成6年度1学期） 放送部企画管理課長 1995/4/1 5年（業務廃止後） 紙 資料管理棟 放送部企画編成課長 企画係 廃棄
1994 放送部企画編成課 放送 放送番組確定表 ラジオ放送番組確定表（平成6年度2学期） 放送部企画管理課長 1995/4/1 5年（業務廃止後） 紙 資料管理棟 放送部企画編成課長 企画係 廃棄
1995 放送部企画編成課 放送 放送番組確定表 ラジオ放送番組確定表（平成7年度1学期） 放送部企画管理課長 1996/4/1 5年（業務廃止後） 紙 資料管理棟 放送部企画編成課長 企画係 廃棄
1995 放送部企画編成課 放送 放送番組確定表 ラジオ放送番組確定表（平成7年度2学期） 放送部企画管理課長 1996/4/1 5年（業務廃止後） 紙 資料管理棟 放送部企画編成課長 企画係 廃棄
1996 放送部企画編成課 放送 放送番組確定表 ラジオ放送番組確定表（平成8年度1学期） 放送部企画管理課長 1997/4/1 5年（業務廃止後） 紙 資料管理棟 放送部企画編成課長 企画係 廃棄
1996 放送部企画編成課 放送 放送番組確定表 ラジオ放送番組確定表（平成8年度2学期） 放送部企画管理課長 1997/4/1 5年（業務廃止後） 紙 資料管理棟 放送部企画編成課長 企画係 廃棄
1997 放送部企画編成課 放送 放送番組確定表 ラジオ放送番組確定表（平成9年度1学期） 放送部企画管理課長 1998/4/1 5年（業務廃止後） 紙 資料管理棟 放送部企画編成課長 企画係 廃棄
1997 放送部企画編成課 放送 放送番組確定表 ラジオ放送番組確定表（平成9年度2学期） 放送部企画管理課長 1998/4/1 5年（業務廃止後） 紙 資料管理棟 放送部企画編成課長 企画係 廃棄
1998 放送部企画編成課 放送 放送番組確定表 ラジオ放送番組確定表（平成10年度1学期） 放送部企画管理課長 1999/4/1 5年（業務廃止後） 紙 資料管理棟 放送部企画編成課長 企画係 廃棄
1998 放送部企画編成課 放送 放送番組確定表 ラジオ放送番組確定表（平成10年度2学期） 放送部企画管理課長 1999/4/1 5年（業務廃止後） 紙 資料管理棟 放送部企画編成課長 企画係 廃棄
1999 放送部企画編成課 放送 放送番組確定表 ラジオ放送番組確定表（平成11年度1学期） 放送部企画管理課長 2000/4/1 5年（業務廃止後） 紙 資料管理棟 放送部企画編成課長 企画係 廃棄
1999 放送部企画編成課 放送 放送番組確定表 ラジオ放送番組確定表（平成11年度1学期） 放送部企画管理課長 2000/4/1 5年（業務廃止後） 紙 資料管理棟 放送部企画編成課長 企画係 廃棄
2000 放送部企画編成課 放送 放送番組確定表 ラジオ放送番組確定表（平成12年度1学期） 放送部企画管理課長 2001/4/1 5年（業務廃止後） 紙 資料管理棟 放送部企画編成課長 企画係 廃棄
2000 放送部企画編成課 放送 放送番組確定表 ラジオ放送番組確定表（平成12年度2学期） 放送部企画管理課長 2001/4/1 5年（業務廃止後） 紙 資料管理棟 放送部企画編成課長 企画係 廃棄
2001 放送部企画編成課 放送 放送番組確定表 ラジオ放送番組確定表（平成13年度1学期） 放送部企画管理課長 2002/4/1 5年（業務廃止後） 紙 資料管理棟 放送部企画編成課長 企画係 廃棄
2001 放送部企画編成課 放送 放送番組確定表 ラジオ放送番組確定表（平成13年度2学期） 放送部企画管理課長 2002/4/1 5年（業務廃止後） 紙 資料管理棟 放送部企画編成課長 企画係 廃棄
2002 放送部企画編成課 放送 放送番組確定表 ラジオ放送番組確定表（平成14年度1学期） 放送部企画管理課長 2003/4/1 5年（業務廃止後） 紙 資料管理棟 放送部企画編成課長 企画係 廃棄
2002 放送部企画編成課 放送 放送番組確定表 ラジオ放送番組確定表（平成14年度2学期） 放送部企画管理課長 2003/4/1 5年（業務廃止後） 紙 資料管理棟 放送部企画編成課長 企画係 廃棄
2003 放送部企画編成課 放送 放送番組確定表 ラジオ放送番組確定表（平成15年度1学期） 放送部企画管理課長 2004/4/1 5年（業務廃止後） 紙 資料管理棟 放送部企画編成課長 企画係 廃棄
2003 放送部企画編成課 放送 放送番組確定表 ラジオ放送番組確定表（平成15年度2学期） 放送部企画管理課長 2004/4/1 5年（業務廃止後） 紙 資料管理棟 放送部企画編成課長 企画係 廃棄
2004 放送部企画編成課 放送 放送番組確定表 ラジオ放送番組確定表（平成16年度1学期） 放送部企画管理課長 2005/4/1 5年（業務廃止後） 紙 資料管理棟 放送部企画編成課長 企画係 廃棄
2004 放送部企画編成課 放送 放送番組確定表 ラジオ放送番組確定表（平成16年度2学期） 放送部企画管理課長 2005/4/1 5年（業務廃止後） 紙 資料管理棟 放送部企画編成課長 企画係 廃棄
2005 放送部企画編成課 放送 放送番組確定表 ラジオ放送番組確定表（平成17年度1学期） 放送部企画管理課長 2006/4/1 5年（業務廃止後） 紙 資料管理棟 放送部企画編成課長 企画係 廃棄
2005 放送部企画編成課 放送 放送番組確定表 ラジオ放送番組確定表（平成17年度2学期） 放送部企画管理課長 2006/4/1 5年（業務廃止後） 紙 資料管理棟 放送部企画編成課長 企画係 廃棄
2006 放送部企画編成課 放送 放送番組確定表 ラジオ放送番組確定表（平成18年度1学期） 放送部企画管理課長 2007/4/1 5年（業務廃止後） 紙 資料管理棟 放送部企画編成課長 企画係 廃棄
2006 放送部企画編成課 放送 放送番組確定表 ラジオ放送番組確定表（平成18年度2学期） 放送部企画管理課長 2007/4/1 5年（業務廃止後） 紙 資料管理棟 放送部企画編成課長 企画係 廃棄
2007 放送部企画編成課 放送 放送番組確定表 ラジオ放送番組確定表（平成19年度1学期） 放送部企画管理課長 2008/4/1 5年（業務廃止後） 紙 資料管理棟 放送部企画編成課長 企画係 廃棄
2007 放送部企画編成課 放送 放送番組確定表 ラジオ放送番組確定表（平成19年度2学期） 放送部企画管理課長 2008/4/1 5年（業務廃止後） 紙 資料管理棟 放送部企画編成課長 企画係 廃棄
2008 放送部企画編成課 放送 放送番組確定表 ラジオ放送番組確定表（平成20年度1学期） 放送部企画管理課長 2009/4/1 5年（業務廃止後） 紙 資料管理棟 放送部企画編成課長 企画係 廃棄
2008 放送部企画編成課 放送 放送番組確定表 ラジオ放送番組確定表（平成20年度2学期） 放送部企画管理課長 2009/4/1 5年（業務廃止後） 紙 資料管理棟 放送部企画編成課長 企画係 廃棄
2009 放送部企画編成課 放送 放送番組確定表 ラジオ放送番組確定表（平成21年度1学期） 放送部企画管理課長 2010/4/1 5年（業務廃止後） 紙 資料管理棟 放送部企画編成課長 企画係 廃棄
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2009 放送部企画編成課 放送 放送番組確定表 ラジオ放送番組確定表（平成21年度2学期） 放送部企画管理課長 2010/4/1 5年（業務廃止後） 紙 資料管理棟 放送部企画編成課長 企画係 廃棄
2010 放送部企画編成課 放送 放送番組確定表 ラジオ放送番組確定表（平成22年度1学期） 放送部企画管理課長 2011/4/1 5年（業務廃止後） 紙 資料管理棟 放送部企画編成課長 企画係 廃棄
2010 放送部企画編成課 放送 放送番組確定表 ラジオ放送番組確定表（平成22年度2学期） 放送部企画管理課長 2011/4/1 5年（業務廃止後） 紙 資料管理棟 放送部企画編成課長 企画係 廃棄
2011 放送部企画編成課 放送 放送番組確定表 ラジオ放送番組確定表（平成23年度1学期） 放送部企画管理課長 2012/4/1 5年（業務廃止後） 紙 資料管理棟 放送部企画編成課長 企画係 廃棄
2011 放送部企画編成課 放送 放送番組確定表 ラジオ放送番組確定表（平成23年度2学期） 放送部企画管理課長 2012/4/1 5年（業務廃止後） 紙 資料管理棟 放送部企画編成課長 企画係 廃棄
2012 放送部企画編成課 放送 放送番組確定表 ラジオ放送番組確定表（平成24年度1学期） 放送部企画管理課長 2013/4/1 5年（業務廃止後） 紙 資料管理棟 放送部企画編成課長 企画係 廃棄
2012 放送部企画編成課 放送 放送番組確定表 ラジオ放送番組確定表（平成24年度2学期） 放送部企画管理課長 2013/4/1 5年（業務廃止後） 紙 資料管理棟 放送部企画編成課長 企画係 廃棄
2013 放送部企画編成課 放送 放送番組確定表 ラジオ放送番組確定表（平成25年度1学期） 放送部企画管理課長 2014/4/1 5年（業務廃止後） 紙 資料管理棟 放送部企画編成課長 企画係 廃棄
2013 放送部企画編成課 放送 放送番組確定表 ラジオ放送番組確定表（平成25年度2学期） 放送部企画管理課長 2014/4/1 5年（業務廃止後） 紙 資料管理棟 放送部企画編成課長 企画係 廃棄
2014 放送部企画編成課 放送 放送番組確定表 ラジオ放送番組確定表（平成26年度1学期） 放送部企画管理課長 2015/4/1 5年（業務廃止後） 紙 資料管理棟 放送部企画編成課長 企画係 廃棄
2014 放送部企画編成課 放送 放送番組確定表 ラジオ放送番組確定表（平成26年度2学期） 放送部企画管理課長 2015/4/1 5年（業務廃止後） 紙 資料管理棟 放送部企画編成課長 企画係 廃棄
2015 放送部企画編成課 放送 放送番組確定表 ラジオ放送番組確定表（平成27年度1学期） 放送部企画管理課長 2016/4/1 5年（業務廃止後） 紙 資料管理棟 放送部企画編成課長 企画係 廃棄
2015 放送部企画編成課 放送 放送番組確定表 ラジオ放送番組確定表（平成27年度2学期） 放送部企画管理課長 2016/4/1 5年（業務廃止後） 紙 資料管理棟 放送部企画編成課長 企画係 廃棄
2016 放送部企画編成課 放送 放送番組確定表 ラジオ放送番組確定表（平成28年度1学期） 放送部企画管理課長 2017/4/1 5年（業務廃止後） 紙 資料管理棟 放送部企画編成課長 企画係 廃棄
2016 放送部企画編成課 放送 放送番組確定表 ラジオ放送番組確定表（平成28年度2学期） 放送部企画管理課長 2017/4/1 5年（業務廃止後） 紙 資料管理棟 放送部企画編成課長 企画係 廃棄
2017 放送部企画編成課 放送 放送番組確定表 ラジオ放送番組確定表（平成29年度1学期） 放送部企画管理課長 2018/4/1 5年（業務廃止後） 紙 資料管理棟 放送部企画編成課長 企画係 廃棄
2017 放送部企画編成課 放送 放送番組確定表 ラジオ放送番組確定表（平成29年度2学期） 放送部企画管理課長 2018/4/1 5年（業務廃止後） 紙 資料管理棟 放送部企画編成課長 企画係 廃棄
2018 放送部企画編成課 放送 放送番組確定表 ラジオ放送番組確定表（平成30年度1学期） 放送部企画管理課長 2019/4/1 5年（業務廃止後） 紙 資料管理棟 放送部企画編成課長 企画係 廃棄
2018 放送部企画編成課 放送 放送番組確定表 ラジオ放送番組確定表（平成30年度2学期） 放送部企画管理課長 2019/4/1 5年（業務廃止後） 紙 資料管理棟 放送部企画編成課長 企画係 廃棄
2019 放送部企画編成課 放送 放送番組確定表 ラジオ放送番組確定表（2019年度1学期） 放送部企画編成課長 2020/4/1 5年（業務廃止後） 紙 企画編成課 放送部企画編成課長 企画係 廃棄
2019 放送部企画編成課 放送 放送番組確定表 ラジオ放送番組確定表（2019年度2学期） 放送部企画編成課長 2020/4/1 5年（業務廃止後） 紙 企画編成課 放送部企画編成課長 企画係 廃棄
2010 放送部企画編成課 放送 放送番組委員会資料 平成22年　放送番組委員会資料 放送部企画管理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 企画編成課 放送部企画編成課長 企画係 廃棄
2011 放送部企画編成課 放送 放送番組委員会資料 平成23年　放送番組委員会資料 放送部企画管理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 企画編成課 放送部企画編成課長 企画係 廃棄
2012 放送部企画編成課 放送 放送番組委員会資料 平成24年　放送番組委員会資料 放送部企画管理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 企画編成課 放送部企画編成課長 企画係 廃棄
2013 放送部企画編成課 放送 放送番組委員会資料 平成25年　放送番組委員会資料 放送部企画管理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 企画編成課 放送部企画編成課長 企画係 廃棄
2014 放送部企画編成課 放送 放送番組委員会資料 平成26年　放送番組委員会資料 放送部企画管理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 企画編成課 放送部企画編成課長 企画係 廃棄
2015 放送部企画編成課 放送 放送番組委員会資料 平成27年　放送番組委員会資料 放送部企画管理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 企画編成課 放送部企画編成課長 企画係 廃棄
2016 放送部企画編成課 放送 放送番組委員会資料 平成28年　放送番組委員会資料 放送部企画管理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 企画編成課 放送部企画編成課長 企画係 廃棄
2017 放送部企画編成課 放送 放送番組委員会資料 平成29年　放送番組委員会資料 放送部企画管理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 企画編成課 放送部企画編成課長 企画係 廃棄
2018 放送部企画編成課 放送 放送番組委員会資料 平成30年　放送番組委員会資料 放送部企画管理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 企画編成課 放送部企画編成課長 企画係 廃棄
2019 放送部企画編成課 放送 放送番組委員会資料 2019年　放送番組委員会資料 放送部企画編成課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 企画編成課 放送部企画編成課長 企画係 廃棄
2015 放送部企画編成課 放送 放送番組委員会の開催伺・委員の委嘱 放送番組委員会の開催伺・委員の委嘱 放送部企画管理課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 企画編成課 放送部企画編成課長 企画係 廃棄
2016 放送部企画編成課 放送 放送番組委員会の開催伺・委員の委嘱 放送番組委員会の開催伺・委員の委嘱 放送部企画管理課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 企画編成課 放送部企画編成課長 企画係 廃棄
2017 放送部企画編成課 放送 放送番組委員会の開催伺・委員の委嘱 放送番組委員会の開催伺・委員の委嘱 放送部企画管理課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 企画編成課 放送部企画編成課長 企画係 廃棄
2018 放送部企画編成課 放送 放送番組委員会の開催伺・委員の委嘱 放送番組委員会の開催伺・委員の委嘱 放送部企画管理課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 企画編成課 放送部企画編成課長 企画係 廃棄
2019 放送部企画編成課 放送 放送番組委員会の開催伺・委員の委嘱 放送番組委員会の開催伺・委員の委嘱 放送部企画編成課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 企画編成課 放送部企画編成課長 企画係 廃棄
2015 放送部企画編成課 放送 放送関係経費支出伺 放送関係経費支出伺 放送部企画管理課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 企画編成課 放送部企画編成課長 企画係 廃棄
2016 放送部企画編成課 放送 放送関係経費支出伺 放送関係経費支出伺 放送部企画管理課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 企画編成課 放送部企画編成課長 企画係 廃棄
2017 放送部企画編成課 放送 放送関係経費支出伺 放送関係経費支出伺 放送部企画管理課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 企画編成課 放送部企画編成課長 企画係 廃棄
2018 放送部企画編成課 放送 放送関係経費支出伺 放送関係経費支出伺 放送部企画管理課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 企画編成課 放送部企画編成課長 企画係 廃棄
2019 放送部企画編成課 放送 放送関係経費支出伺 放送関係経費支出伺 放送部企画編成課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 企画編成課 放送部企画編成課長 企画係 廃棄
2012 放送部企画編成課 放送 地上デジタル放送設備特許料関連 地上デジタル放送設備特許料関連（H24年度） 放送部企画管理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 企画管理課 放送部企画管理課長 総務係 廃棄 当初の保存期間満了日：2018年3月31日
延長期間：5年

2016 放送部企画編成課 放送 B-CAS社対応 B-CAS社対応（H23～28） 放送部企画管理課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 企画管理課 放送部企画管理課長 総務係 廃棄
2014 放送部企画編成課 放送 放送事業費 放送事業費（総務係請求分）（H26年度） 放送部企画管理課長 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 企画管理課 放送部企画管理課長 総務係 廃棄
2015 放送部企画編成課 放送 放送事業費 放送事業費（総務係請求分）（H27年度） 放送部企画管理課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 企画管理課 放送部企画管理課長 総務係 廃棄
2016 放送部企画編成課 放送 放送事業費 放送事業費（総務係請求分）（H28年度） 放送部企画管理課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 企画管理課 放送部企画管理課長 総務係 廃棄
2017 放送部企画編成課 放送 放送事業費 放送事業費（総務係請求分）（H29年度） 放送部企画管理課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 企画管理課 放送部企画管理課長 総務係 廃棄
2018 放送部企画編成課 放送 放送事業費 放送事業費（総務係請求分）（H30年度） 放送部企画管理課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 企画管理課 放送部企画管理課長 総務係 廃棄
2014 放送部企画編成課 番組制作 番組制作関係 H26年度　購入依頼書･経費精算書 放送部企画管理課長 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 資料管理棟 放送部企画管理課長 業務係 廃棄
2015 放送部企画編成課 番組制作 番組制作関係 H27年度　購入依頼書･経費精算書 放送部企画管理課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 企画管理課 放送部企画管理課長 業務係 廃棄
2016 放送部企画編成課 番組制作 番組制作関係 H28年度　購入依頼書･経費精算書 放送部企画管理課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 企画管理課 放送部企画管理課長 業務係 廃棄
2017 放送部企画編成課 番組制作 番組制作関係 H29年度　購入依頼書･経費精算書 放送部企画管理課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 企画管理課 放送部企画管理課長 業務係 廃棄
2018 放送部企画編成課 番組制作 番組制作関係 H30年度　購入依頼書･経費精算書 放送部企画管理課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 企画管理課 放送部企画管理課長 業務係 廃棄
2014 放送部企画編成課 番組制作 番組制作関係 H26年度謝礼品払出簿 放送部企画管理課長 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 資料管理棟 放送部企画管理課長 業務係 廃棄
2015 放送部企画編成課 番組制作 番組制作関係 H27年度謝礼品払出簿 放送部企画管理課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 企画管理課 放送部企画管理課長 業務係 廃棄
2016 放送部企画編成課 番組制作 番組制作関係 H28年度謝礼品払出簿 放送部企画管理課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 企画管理課 放送部企画管理課長 業務係 廃棄
2017 放送部企画編成課 番組制作 番組制作関係 H29年度謝礼品払出簿 放送部企画管理課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 企画管理課 放送部企画管理課長 業務係 廃棄
2018 放送部企画編成課 番組制作 番組制作関係 H30年度謝礼品払出簿 放送部企画管理課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 企画管理課 放送部企画管理課長 業務係 廃棄
2009 放送部企画編成課 番組制作 番組制作関係（重要なもの） H21年度　出演料管理簿 放送部企画管理課長 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 資料管理棟 放送部企画管理課長 業務係 廃棄
2010 放送部企画編成課 番組制作 番組制作関係（重要なもの） H22年度　出演料管理簿 放送部企画管理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 放送部企画管理課長 業務係 廃棄
2011 放送部企画編成課 番組制作 番組制作関係（重要なもの） H23年度　出演料管理簿 放送部企画管理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 放送部企画管理課長 業務係 廃棄
2012 放送部企画編成課 番組制作 番組制作関係（重要なもの） H24年度　出演料管理簿 放送部企画管理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 放送部企画管理課長 業務係 廃棄
2013 放送部企画編成課 番組制作 番組制作関係（重要なもの） H25年度　出演料管理簿 放送部企画管理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 放送部企画管理課長 業務係 廃棄
2014 放送部企画編成課 番組制作 番組制作関係（重要なもの） H26年度　出演料管理簿 放送部企画管理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 放送部企画管理課長 業務係 廃棄
2015 放送部企画編成課 番組制作 番組制作関係（重要なもの） H27年度　出演料管理簿 放送部企画管理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 企画管理課 放送部企画管理課長 業務係 廃棄
2016 放送部企画編成課 番組制作 番組制作関係（重要なもの） H28年度　出演料管理簿 放送部企画管理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 企画管理課 放送部企画管理課長 業務係 廃棄
2017 放送部企画編成課 番組制作 番組制作関係（重要なもの） H29年度　出演料管理簿 放送部企画管理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 企画管理課 放送部企画管理課長 業務係 廃棄
2018 放送部企画編成課 番組制作 番組制作関係（重要なもの） H30年度　出演料管理簿 放送部企画管理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 企画管理課 放送部企画管理課長 業務係 廃棄
2009 放送部企画編成課 番組制作 番組制作関係（重要なもの） H21年度　前渡資金･謝金 放送部企画管理課長 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 資料管理棟 放送部企画管理課長 業務係 廃棄



149/374

大分類 中分類
備考作成・取得年度等

文書分類
小分類 法人文書ファイル名 作成・取得者 起算日 保存期間

保存期間満了
時期

媒体の種別 保存場所 管理者 管理担当係等
保存期間満了時の

措置結果
2010 放送部企画編成課 番組制作 番組制作関係（重要なもの） H22年度　前渡資金･謝金 放送部企画管理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 放送部企画管理課長 業務係 廃棄
2011 放送部企画編成課 番組制作 番組制作関係（重要なもの） H23年度　前渡資金･謝金 放送部企画管理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 放送部企画管理課長 業務係 廃棄
2012 放送部企画編成課 番組制作 番組制作関係（重要なもの） H24年度　前渡資金･謝金 放送部企画管理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 放送部企画管理課長 業務係 廃棄
2013 放送部企画編成課 番組制作 番組制作関係（重要なもの） H25年度　前渡資金･謝金 放送部企画管理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 放送部企画管理課長 業務係 廃棄
2014 放送部企画編成課 番組制作 番組制作関係（重要なもの） H26年度　前渡資金･謝金 放送部企画管理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 放送部企画管理課長 業務係 廃棄
2015 放送部企画編成課 番組制作 番組制作関係（重要なもの） H27年度　前渡資金･謝金 放送部企画管理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 企画管理課 放送部企画管理課長 業務係 廃棄
2016 放送部企画編成課 番組制作 番組制作関係（重要なもの） H28年度　前渡資金･謝金 放送部企画管理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 企画管理課 放送部企画管理課長 業務係 廃棄
2017 放送部企画編成課 番組制作 番組制作関係（重要なもの） H29年度　前渡資金･謝金 放送部企画管理課長 2018/4/1 10年 2027/3/31 紙 企画管理課 放送部企画管理課長 業務係 廃棄
2018 放送部企画編成課 番組制作 番組制作関係（重要なもの） H30年度　前渡資金･謝金 放送部企画管理課長 2019/4/1 10年 2027/3/31 紙 企画管理課 放送部企画管理課長 業務係 廃棄
2011 放送部企画編成課 番組制作 番組制作関係（重要なもの） H23年度　NED支払リスト 放送部企画管理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 資料管理棟 放送部企画管理課長 業務係 廃棄
2012 放送部企画編成課 番組制作 番組制作関係（重要なもの） H24年度　NED支払リスト 放送部企画管理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 資料管理棟 放送部企画管理課長 業務係 廃棄
2013 放送部企画編成課 番組制作 番組制作関係（重要なもの） H25年度　NED支払リスト 放送部企画管理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 放送部企画管理課長 業務係 廃棄
2014 放送部企画編成課 番組制作 番組制作関係（重要なもの） H26年度　NED支払リスト 放送部企画管理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 放送部企画管理課長 業務係 廃棄
2015 放送部企画編成課 番組制作 番組制作関係（重要なもの） H27年度　NED支払リスト 放送部企画管理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 企画管理課 放送部企画管理課長 業務係 廃棄
2016 放送部企画編成課 番組制作 番組制作関係（重要なもの） H28年度　NED支払リスト 放送部企画管理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 企画管理課 放送部企画管理課長 業務係 廃棄
2017 放送部企画編成課 番組制作 番組制作関係（重要なもの） H29年度　NED支払リスト 放送部企画管理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 企画管理課 放送部企画管理課長 業務係 廃棄
2018 放送部企画編成課 番組制作 番組制作関係（重要なもの） H30年度　NED支払リスト 放送部企画管理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 企画管理課 放送部企画管理課長 業務係 廃棄
2013 放送部企画編成課 番組制作 番組制作関係（重要なもの） 2014年度開設（2013年度制作）テレビ特別講義の番組制作にかかる提案募集について 放送部企画管理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 資料管理棟 放送部企画管理課長 業務係 廃棄
2014 放送部企画編成課 番組制作 番組制作関係（重要なもの） H26テレビ特別講義の番組制作に係る提案募集について 放送部企画管理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 資料管理棟 放送部企画管理課長 業務係 廃棄
2015 放送部企画編成課 番組制作 番組制作関係（重要なもの） H27テレビ特別講義の番組制作に係る提案募集について 放送部企画管理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 企画管理課 放送部企画管理課長 業務係 廃棄
2016 放送部企画編成課 番組制作 番組制作関係（重要なもの） H28テレビ特別講義の番組制作に係る提案募集について 放送部企画管理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 企画管理課 放送部企画管理課長 業務係 廃棄
2017 放送部企画編成課 番組制作 番組制作関係（重要なもの） H29テレビ特別講義の番組制作に係る提案募集について 放送部企画管理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 企画管理課 放送部企画管理課長 業務係 廃棄
2018 放送部企画編成課 番組制作 番組制作関係（重要なもの） H30テレビ特別講義の番組制作に係る提案募集について 放送部企画管理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 企画管理課 放送部企画管理課長 業務係 廃棄
2010 放送部企画編成課 番組制作 番組制作関係（重要なもの） 番組制作関係原議書綴（平成21年度・平成22年度） 放送部企画管理課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 資料管理棟 放送部企画管理課長 業務係 廃棄
2011 放送部企画編成課 番組制作 番組制作関係（重要なもの） 番組制作関係原議書綴（平成23年度） 放送部企画管理課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 企画管理課 放送部企画管理課長 業務係 廃棄
2012 放送部企画編成課 番組制作 番組制作関係（重要なもの） 番組制作関係原議書綴（平成24年度） 放送部企画管理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 企画管理課 放送部企画管理課長 業務係 廃棄
2013 放送部企画編成課 番組制作 番組制作関係（重要なもの） 番組制作関係原議書綴（平成25年度） 放送部企画管理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 企画管理課 放送部企画管理課長 業務係 廃棄
2014 放送部企画編成課 番組制作 番組制作関係（重要なもの） 番組制作関係原議書綴（平成26年度） 放送部企画管理課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 企画管理課 放送部企画管理課長 業務係 廃棄
2015 放送部企画編成課 番組制作 番組制作関係（重要なもの） 番組制作関係原議書綴（平成27年度） 放送部企画管理課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 企画管理課 放送部企画管理課長 業務係 廃棄
2016 放送部企画編成課 番組制作 番組制作関係（重要なもの） 番組制作関係原議書綴（平成28年度） 放送部企画管理課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 企画管理課 放送部企画管理課長 業務係 廃棄
2017 放送部企画編成課 番組制作 番組制作関係（重要なもの） 番組制作関係原議書綴（平成29年度） 放送部企画管理課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 企画管理課 放送部企画管理課長 業務係 廃棄
2018 放送部企画編成課 番組制作 番組制作関係（重要なもの） 番組制作関係原議書綴（平成30年度） 放送部企画管理課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 企画管理課 放送部企画管理課長 業務係 廃棄
2014 放送部企画編成課 会計 契約実施手続関係 H26年度　番組制作完了報告書 放送部企画管理課長 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 資料管理棟 放送部企画管理課長 業務係 廃棄
2015 放送部企画編成課 会計 契約実施手続関係 H27年度　番組制作完了報告書 放送部企画管理課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 企画管理課 放送部企画管理課長 業務係 廃棄
2016 放送部企画編成課 会計 契約実施手続関係 H28年度　番組制作完了報告書 放送部企画管理課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 企画管理課 放送部企画管理課長 業務係 廃棄
2017 放送部企画編成課 会計 契約実施手続関係 H29年度　番組制作完了報告書 放送部企画管理課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 企画管理課 放送部企画管理課長 業務係 廃棄
2014 放送部企画編成課 会計 契約実施手続関係 H26年度番組制作発注伺 放送部企画管理課長 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 資料管理棟 放送部企画管理課長 業務係 廃棄
2015 放送部企画編成課 委員会 告知番組企画小委員会 平成２７年度告知番組小委員会 放送部企画管理課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 企画編成課 放送部企画編成課長 企画係 廃棄
2016 放送部企画編成課 委員会 告知番組企画小委員会 平成２８年度告知番組小委員会 放送部企画管理課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 企画編成課 放送部企画編成課長 企画係 廃棄
2017 放送部企画編成課 放送 放送番組編成企画委員会 放送番組編成企画委員会資料 放送部企画管理課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 企画編成課 放送部企画編成課長 企画係 廃棄
2018 放送部企画編成課 放送 放送番組編成制作委員会 放送番組編成制作委員会資料 放送部企画管理課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 企画編成課 放送部企画編成課長 企画係 廃棄
2019 放送部企画編成課 放送 放送番組編成制作委員会 放送番組編成制作委員会資料 放送部企画編成課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 企画編成課 放送部企画編成課長 企画係 廃棄
2014 放送部企画編成課 番組制作 大学の窓等制作 平成２６年度告知番組制作業務 放送部企画管理課長 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 企画管理課 放送部企画管理課長 業務係 廃棄
2015 放送部企画編成課 番組制作 大学の窓等制作 平成２７年度告知番組制作業務 放送部企画管理課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 企画管理課 放送部企画管理課長 業務係 廃棄
2016 放送部企画編成課 番組制作 大学の窓等制作 平成２８年度告知番組制作業務 放送部企画管理課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 企画管理課 放送部企画管理課長 業務係 廃棄
2017 放送部企画編成課 番組制作 大学の窓等制作 平成２９年度告知番組制作業務 放送部企画管理課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 企画管理課 放送部企画管理課長 業務係 廃棄
2018 放送部企画編成課 番組制作 大学の窓等制作 平成３０年度告知番組制作業務 放送部企画管理課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 企画管理課 放送部企画管理課長 業務係 廃棄
2018 放送部企画編成課 放送 生涯学習支援番組委員会 生涯学習支援番組委員会（平成30年度） 放送部企画管理課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 企画管理課 放送部企画管理課長 業務係 廃棄
2017 放送部企画編成課 職員 出勤簿 出勤簿 2017(H29) 放送部メディア・衛星企画室長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 メディア作業室 放送部企画編成課長 廃棄
2018 放送部企画編成課 職員 出勤簿 出勤簿 2018(H30) 放送部メディア・衛星企画室長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 メディア作業室 放送部企画編成課長 廃棄
2017 放送部企画編成課 職員 出勤簿 休暇簿 2017(H29) 放送部メディア・衛星企画室長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 メディア作業室 放送部企画編成課長 廃棄
2018 放送部企画編成課 職員 休暇簿 休暇簿 2018(H30) 放送部メディア・衛星企画室長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 メディア作業室 放送部企画編成課長 廃棄
2017 放送部企画編成課 職員 週休日・勤務時間 週休日・勤務時間割振 2017(H29) 放送部メディア・衛星企画室長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 メディア作業室 放送部企画編成課長 廃棄
2018 放送部企画編成課 職員 週休日・勤務時間 週休日・勤務時間割振 2018(H30) 放送部メディア・衛星企画室長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 メディア作業室 放送部企画編成課長 廃棄
2019 放送部企画編成課 職員 週休日・勤務時間 週休日・勤務時間割振 2019(H31) メディア・衛星企画室 放送部企画編成課長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 メディア作業室 放送部企画編成課長 廃棄
2013 放送部企画編成課 庶務 旅行命令簿 旅行命令簿 2013(H25) 放送部メディア・衛星企画室長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 メディア作業室 放送部企画編成課長 廃棄
2015 放送部企画編成課 庶務 旅行命令簿 旅行命令簿 2015(H27) 放送部メディア・衛星企画室長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 メディア作業室 放送部企画編成課長 廃棄
2018 放送部企画編成課 庶務 旅行命令簿 旅行命令簿 2018(H30) 放送部メディア・衛星企画室長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 メディア作業室 放送部企画編成課長 廃棄
2019 放送部企画編成課 庶務 旅行命令簿 旅行命令簿 2018(H31) メディア・衛星企画室 放送部企画編成課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 メディア作業室 放送部企画編成課長 廃棄
2010 放送部企画編成課 庶務 外勤交通費 外勤交通費 2010(H22) 放送部メディア・衛星企画室長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 メディア作業室 放送部企画編成課長 廃棄
2011 放送部企画編成課 庶務 外勤交通費 外勤交通費 2011(H23) 放送部メディア・衛星企画室長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 メディア作業室 放送部企画編成課長 廃棄
2012 放送部企画編成課 庶務 外勤交通費 外勤交通費 2012(H24) 放送部メディア・衛星企画室長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 メディア作業室 放送部企画編成課長 廃棄
2013 放送部企画編成課 庶務 外勤交通費 外勤交通費 2013(H25) 放送部メディア・衛星企画室長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 メディア作業室 放送部企画編成課長 廃棄
2014 放送部企画編成課 庶務 外勤交通費 外勤交通費 2014(H26) 放送部メディア・衛星企画室長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 メディア作業室 放送部企画編成課長 廃棄
2015 放送部企画編成課 庶務 外勤交通費 外勤交通費 2015(H27) 放送部メディア・衛星企画室長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 メディア作業室 放送部企画編成課長 廃棄
2016 放送部企画編成課 庶務 外勤交通費 外勤交通費 2016(H28) 放送部メディア・衛星企画室長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 メディア作業室 放送部企画編成課長 廃棄
2017 放送部企画編成課 庶務 外勤交通費 外勤交通費 2017(H29) 放送部メディア・衛星企画室長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 メディア作業室 放送部企画編成課長 廃棄
2018 放送部企画編成課 庶務 外勤交通費 外勤交通費 2018(H30) 放送部メディア・衛星企画室長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 メディア作業室 放送部企画編成課長 廃棄
2019 放送部企画編成課 庶務 外勤交通費 外勤交通費 2019(H31) メディア・衛星企画室 放送部企画編成課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 メディア作業室 放送部企画編成課長 廃棄
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措置結果
2002 放送部企画編成課 企画 外勤交通費 地上デジタルテレビジョン放送に係る学園のネットワーク識別子割当申告について 技術・運行課衛星放送システム室長 2003/4/1 5年（失効後） 紙 メディア・衛星企画室 放送部メディア・衛星企画室長 廃棄
2010 放送部企画編成課 企画 メディア・衛星企画に関する実施伺い等 メディア・衛星企画に関する実施伺い等（H22） 放送部メディア・衛星企画室長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 メディア作業室 放送部企画編成課長 廃棄
2011 放送部企画編成課 企画 メディア・衛星企画に関する実施伺い等 メディア・衛星企画に関する実施伺い等（H23） 放送部メディア・衛星企画室長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 メディア作業室 放送部企画編成課長 廃棄
2012 放送部企画編成課 企画 メディア・衛星企画に関する実施伺い等 メディア・衛星企画に関する実施伺い等（H24） 放送部メディア・衛星企画室長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 メディア作業室 放送部企画編成課長 廃棄
2013 放送部企画編成課 企画 メディア・衛星企画に関する実施伺い等 メディア・衛星企画に関する実施伺い等（H25） 放送部メディア・衛星企画室長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 メディア作業室 放送部企画編成課長 廃棄
2014 放送部企画編成課 企画 メディア・衛星企画に関する実施伺い等 メディア・衛星企画に関する実施伺い等（H26） 放送部メディア・衛星企画室長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 メディア作業室 放送部企画編成課長 廃棄
2015 放送部企画編成課 企画 メディア・衛星企画に関する実施伺い等 メディア・衛星企画に関する実施伺い等（H27） 放送部メディア・衛星企画室長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 メディア作業室 放送部企画編成課長 廃棄
2016 放送部企画編成課 企画 メディア・衛星企画に関する実施伺い等 メディア・衛星企画に関する実施伺い等（H28） 放送部メディア・衛星企画室長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 メディア作業室 放送部企画編成課長 廃棄
2017 放送部企画編成課 企画 メディア・衛星企画に関する実施伺い等 メディア・衛星企画に関する実施伺い等（H29） 放送部メディア・衛星企画室長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 メディア作業室 放送部企画編成課長 廃棄
2018 放送部企画編成課 企画 原義書 メディア・衛星企画に関する実施伺い等（H30） 放送部メディア・衛星企画室長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 メディア作業室 放送部企画編成課長 廃棄
2015 放送部技術・運行課 放送設備関係 送信所及び中継所設備に関する実施伺い等 送信所及び中継所設備に関する実施伺い等（平成27年度） 放送部技術・運行課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 技術・運行課 放送部技術・運行課長 送信係 廃棄
2016 放送部技術・運行課 放送設備関係 送信所及び中継所設備に関する実施伺い等 送信所及び中継所設備に関する実施伺い等（平成28年度） 放送部技術・運行課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 技術・運行課 放送部技術・運行課長 送信係 廃棄
2017 放送部技術・運行課 放送設備関係 送信所及び中継所設備に関する実施伺い等 送信所及び中継所設備に関する実施伺い等（平成29年度） 放送部技術・運行課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 技術・運行課 放送部技術・運行課長 送信係 廃棄
2018 放送部技術・運行課 放送設備関係 送信所及び中継所設備に関する実施伺い等 送信所及び中継所設備に関する実施伺い等（平成30年度） 放送部技術・運行課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 技術・運行課 放送部技術・運行課長 送信係 廃棄
2019 放送部技術・運行課 放送設備関係 送信所及び中継所設備に関する実施伺い等 送信所及び中継所設備に関する実施伺い等（令和元年度） 放送部技術・運行課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 技術・運行課 放送部技術・運行課長 送信係 廃棄
2002 放送部技術・運行課 放送設備関係 契約書・協定書・覚書・確認書・使用許可書綴 契約書・協定書・覚書・確認書・使用許可書綴（前橋ＴＶ放送局等を除く）２ 放送部技術・運行課長 2003/4/1 5年（失効後） 2025/3/31 紙 技術・運行課 放送部技術・運行課長 管理係 廃棄
2002 放送部技術・運行課 放送設備関係 契約書・協定書・覚書・確認書・使用許可書綴 契約書・協定書・覚書・確認書・使用許可書綴（前橋ＴＶ放送局等を除く）３ 放送部技術・運行課長 2003/4/1 5年（失効後） 2025/3/31 紙 技術・運行課 放送部技術・運行課長 管理係 廃棄
2002 放送部技術・運行課 放送設備関係 契約書・協定書・覚書・確認書・使用許可書綴 契約書・協定書・覚書・確認書・使用許可書綴（前橋ＴＶ放送局等を除く）１ 放送部技術・運行課長 2003/4/1 5年（失効後） 2025/3/31 紙 技術・運行課 放送部技術・運行課長 管理係 廃棄
2015 放送部技術・運行課 放送設備関係 演奏所設備に関する実施伺い等 演奏所設備に関する実施伺い等（平成27年度） 放送部技術・運行課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 技術・運行課 放送部技術・運行課長 運行係 廃棄
2016 放送部技術・運行課 放送設備関係 演奏所設備に関する実施伺い等 演奏所設備に関する実施伺い等（平成28年度） 放送部技術・運行課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 技術・運行課 放送部技術・運行課長 運行係 廃棄
2017 放送部技術・運行課 放送設備関係 演奏所設備に関する実施伺い等 演奏所設備に関する実施伺い等（平成29年度） 放送部技術・運行課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 技術・運行課 放送部技術・運行課長 運行係 廃棄
2018 放送部技術・運行課 放送設備関係 演奏所設備に関する実施伺い等 演奏所設備に関する実施伺い等（平成30年度） 放送部技術・運行課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 技術・運行課 放送部技術・運行課長 運行係 廃棄
2019 放送部技術・運行課 放送設備関係 演奏所設備に関する実施伺い等 演奏所設備に関する実施伺い等（令和元年度） 放送部技術・運行課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 技術・運行課 放送部技術・運行課長 運行係 廃棄
2015 放送部技術・運行課 放送設備関係 スタジオ設備に関する実施伺い等 スタジオ設備に関する実施伺い等（平成27年度） 放送部技術・運行課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 技術・運行課 放送部技術・運行課長 スタジオ係 廃棄
2016 放送部技術・運行課 放送設備関係 スタジオ設備に関する実施伺い等 スタジオ設備に関する実施伺い等（平成28年度） 放送部技術・運行課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 技術・運行課 放送部技術・運行課長 スタジオ係 廃棄
2017 放送部技術・運行課 放送設備関係 スタジオ設備に関する実施伺い等 スタジオ設備に関する実施伺い等（平成29年度） 放送部技術・運行課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 技術・運行課 放送部技術・運行課長 スタジオ係 廃棄
2018 放送部技術・運行課 放送設備関係 スタジオ設備に関する実施伺い等 スタジオ設備に関する実施伺い等（平成30年度） 放送部技術・運行課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 技術・運行課 放送部技術・運行課長 スタジオ係 廃棄
2019 放送部技術・運行課 放送設備関係 スタジオ設備に関する実施伺い等 スタジオ設備に関する実施伺い等（令和元年度） 放送部技術・運行課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 技術・運行課 放送部技術・運行課長 スタジオ係 廃棄
2015 放送部技術・運行課 放送設備関係 次期放送設備等の調査・検討に関する実施伺い等 次期放送設備等の調査・検討に関する実施伺い等（平成27年度） 放送部技術・運行課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 技術・運行課 放送部技術・運行課長 運行係 廃棄
2016 放送部技術・運行課 放送設備関係 次期放送設備等の調査・検討に関する実施伺い等 次期放送設備等の調査・検討に関する実施伺い等（平成28年度） 放送部技術・運行課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 技術・運行課 放送部技術・運行課長 運行係 廃棄
2002 放送部技術・運行課 無線局 無線検査簿 無線検査簿（東京テレビジョン）１ 放送部技術・運行課長 2003/4/1 5年（使用終了後） 2024/3/31 紙 技術・運行課 放送部技術・運行課長 管理係 廃棄
2002 放送部技術・運行課 無線局 無線検査簿 無線検査簿（東京テレビジョン）２ 放送部技術・運行課長 2003/4/1 5年（使用終了後） 2024/3/31 紙 技術・運行課 放送部技術・運行課長 管理係 廃棄
2002 放送部技術・運行課 無線局 無線検査簿 無線検査簿（東京テレビジョン）３ 放送部技術・運行課長 2003/4/1 5年（使用終了後） 2024/3/31 紙 技術・運行課 放送部技術・運行課長 管理係 廃棄
2002 放送部技術・運行課 無線局 無線検査簿 無線検査簿（花見川固定局） 放送部技術・運行課長 2003/4/1 5年（使用終了後） 2024/3/31 紙 技術・運行課 放送部技術・運行課長 管理係 廃棄
2002 放送部技術・運行課 無線局 無線検査簿 無線検査簿（桐生固定局） 放送部技術・運行課長 2003/4/1 5年（使用終了後） 2024/3/31 紙 技術・運行課 放送部技術・運行課長 管理係 廃棄
2002 放送部技術・運行課 無線局 無線検査簿 無線検査簿（超短波放送局）１ 放送部技術・運行課長 2003/4/1 5年（使用終了後） 2024/3/31 紙 技術・運行課 放送部技術・運行課長 管理係 廃棄
2002 放送部技術・運行課 無線局 無線検査簿 無線検査簿（超短波放送局）２ 放送部技術・運行課長 2003/4/1 5年（使用終了後） 2024/3/31 紙 技術・運行課 放送部技術・運行課長 管理係 廃棄
2002 放送部技術・運行課 無線局 無線検査簿 無線検査簿（超短波放送局）３ 放送部技術・運行課長 2003/4/1 5年（使用終了後） 2024/3/31 紙 技術・運行課 放送部技術・運行課長 管理係 廃棄
2002 放送部技術・運行課 無線局 無線検査簿 無線検査簿（前橋テレビジョン） 放送部技術・運行課長 2003/4/1 5年（使用終了後） 2024/3/31 紙 技術・運行課 放送部技術・運行課長 管理係 廃棄
2002 放送部技術・運行課 無線局 無線検査簿 無線検査簿（前橋超短波放送局） 放送部技術・運行課長 2003/4/1 5年（使用終了後） 2024/3/31 紙 技術・運行課 放送部技術・運行課長 管理係 廃棄
2015 放送部技術・運行課 無線局 無線局関係 無線局関係（平成27年度） 放送部技術・運行課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 技術・運行課 放送部技術・運行課長 管理係 廃棄
2016 放送部技術・運行課 無線局 無線局関係 無線局関係（平成28年度） 放送部技術・運行課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 技術・運行課 放送部技術・運行課長 管理係 廃棄
2017 放送部技術・運行課 無線局 無線局関係 無線局関係（平成29年度） 放送部技術・運行課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 技術・運行課 放送部技術・運行課長 管理係 廃棄
2010 放送部技術・運行課 庶務 旅費請求書等 平成22年度　旅費請求書等 放送部技術・運行課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 技術・運行課 放送部技術・運行課長 管理係 廃棄
2011 放送部技術・運行課 庶務 旅費請求書等 平成23年度　旅費請求書等 放送部技術・運行課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 技術・運行課 放送部技術・運行課長 管理係 廃棄
2012 放送部技術・運行課 庶務 旅費請求書等 平成24年度　旅費請求書等 放送部技術・運行課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 技術・運行課 放送部技術・運行課長 管理係 廃棄
2013 放送部技術・運行課 庶務 旅費請求書等 平成25年度　旅費請求書等 放送部技術・運行課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 技術・運行課 放送部技術・運行課長 管理係 廃棄
2010 放送部技術・運行課 庶務 外勤交通費 平成22年度 外勤交通費 放送部技術・運行課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 技術・運行課 放送部技術・運行課長 管理係 廃棄
2011 放送部技術・運行課 庶務 外勤交通費 平成23年度 外勤交通費 放送部技術・運行課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 技術・運行課 放送部技術・運行課長 管理係 廃棄
2012 放送部技術・運行課 庶務 外勤交通費 平成24年度 外勤交通費 放送部技術・運行課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 技術・運行課 放送部技術・運行課長 管理係 廃棄
2013 放送部技術・運行課 庶務 外勤交通費 平成25年度 外勤交通費 放送部技術・運行課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 技術・運行課 放送部技術・運行課長 管理係 廃棄
2014 放送部技術・運行課 庶務 旅行命令伺・外勤命令等 旅行命令伺・外勤命令等（平成26年度） 放送部技術・運行課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 技術・運行課 放送部技術・運行課長 管理係 廃棄
2015 放送部技術・運行課 庶務 旅行命令伺・外勤命令等 旅行命令伺・外勤命令等（平成27年度） 放送部技術・運行課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 技術・運行課 放送部技術・運行課長 管理係 廃棄
2016 放送部技術・運行課 庶務 旅行命令伺・外勤命令等 旅行命令伺・外勤命令等（平成28年度） 放送部技術・運行課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 技術・運行課 放送部技術・運行課長 管理係 廃棄
2017 放送部技術・運行課 庶務 旅行命令伺・外勤命令等 旅行命令伺・外勤命令等（平成29年度） 放送部技術・運行課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 技術・運行課 放送部技術・運行課長 管理係 廃棄
2018 放送部技術・運行課 庶務 旅行命令伺・外勤命令等 旅行命令伺・外勤命令等（平成30年度） 放送部技術・運行課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 技術・運行課 放送部技術・運行課長 管理係 廃棄
2019 放送部技術・運行課 庶務 旅行命令伺・外勤命令等 旅行命令伺・外勤命令等（令和元年度） 放送部技術・運行課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 技術・運行課 放送部技術・運行課長 管理係 廃棄
2017 放送部技術・運行課 職員 勤務時間報告書 勤務時間報告書（平成29年度） 放送部技術・運行課長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 技術・運行課 放送部技術・運行課長 管理係 廃棄
2018 放送部技術・運行課 職員 勤務時間報告書 勤務時間報告書（平成30年度） 放送部技術・運行課長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 技術・運行課 放送部技術・運行課長 管理係 廃棄
2019 放送部技術・運行課 職員 勤務時間報告書 勤務時間報告書（令和元年度） 放送部技術・運行課長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 技術・運行課 放送部技術・運行課長 管理係 廃棄
2017 放送部技術・運行課 職員 出勤簿 出勤簿（平成29年） 放送部技術・運行課長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 技術・運行課 放送部技術・運行課長 管理係 廃棄
2018 放送部技術・運行課 職員 出勤簿 出勤簿（平成30年） 放送部技術・運行課長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 技術・運行課 放送部技術・運行課長 管理係 廃棄
2019 放送部技術・運行課 職員 出勤簿 出勤簿（令和元年） 放送部技術・運行課長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 技術・運行課 放送部技術・運行課長 管理係 廃棄
2017 放送部技術・運行課 職員 休暇簿 休暇簿（平成29年） 放送部技術・運行課長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 技術・運行課 放送部技術・運行課長 管理係 廃棄
2018 放送部技術・運行課 職員 休暇簿 休暇簿（平成30年） 放送部技術・運行課長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 技術・運行課 放送部技術・運行課長 管理係 廃棄
2019 放送部技術・運行課 職員 休暇簿 休暇簿（令和元年） 放送部技術・運行課長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 技術・運行課 放送部技術・運行課長 管理係 廃棄
2017 放送部技術・運行課 職員 週休日・割振等 週休日・割振等（平成29年度） 放送部技術・運行課長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 技術・運行課 放送部技術・運行課長 管理係 廃棄
2018 放送部技術・運行課 職員 週休日・割振等 週休日・割振等（平成30年度） 放送部技術・運行課長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 技術・運行課 放送部技術・運行課長 管理係 廃棄
2019 放送部技術・運行課 職員 週休日・割振等 週休日・割振等（令和元年度） 放送部技術・運行課長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 技術・運行課 放送部技術・運行課長 管理係 廃棄
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措置結果
2015 放送部技術・運行課 放送関係 会議関係 会議関係（平成27年度） 放送部技術・運行課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 技術・運行課 放送部技術・運行課長 管理係 廃棄
2016 放送部技術・運行課 放送関係 会議関係 会議関係（平成28年度） 放送部技術・運行課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 技術・運行課 放送部技術・運行課長 管理係 廃棄
2017 放送部技術・運行課 放送関係 会議関係 会議関係（平成29年度） 放送部技術・運行課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 技術・運行課 放送部技術・運行課長 管理係 廃棄
2018 放送部技術・運行課 放送関係 会議関係 会議関係（平成30年度） 放送部技術・運行課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 技術・運行課 放送部技術・運行課長 管理係 廃棄
2019 放送部技術・運行課 放送関係 会議関係 会議関係（令和元年度） 放送部技術・運行課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 技術・運行課 放送部技術・運行課長 管理係 廃棄
2015 放送部技術・運行課 放送関係 電波伝搬障害関係 電波伝搬障害関係（平成27年度） 放送部技術・運行課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 技術・運行課 放送部技術・運行課長 管理係 廃棄
2016 放送部技術・運行課 放送関係 電波伝搬障害関係 電波伝搬障害関係（平成28年度） 放送部技術・運行課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 技術・運行課 放送部技術・運行課長 管理係 廃棄
2017 放送部技術・運行課 放送関係 電波伝搬障害関係 電波伝搬障害関係（平成29年度） 放送部技術・運行課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 技術・運行課 放送部技術・運行課長 管理係 廃棄
2010 放送部技術・運行課 放送関係 衛星放送に関する実施伺い等 放送認定関係（平成22年度） 放送部技術・運行課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 技術・運行課 放送部技術・運行課長 運行係 廃棄
2011 放送部技術・運行課 放送関係 衛星放送に関する実施伺い等 放送認定関係（平成23年度） 放送部技術・運行課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 技術・運行課 放送部技術・運行課長 運行係 廃棄
2012 放送部技術・運行課 放送関係 衛星放送に関する実施伺い等 放送認定関係（平成24年度） 放送部技術・運行課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 技術・運行課 放送部技術・運行課長 運行係 廃棄
2013 放送部技術・運行課 放送関係 衛星放送に関する実施伺い等 放送認定関係（平成25年度） 放送部技術・運行課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 技術・運行課 放送部技術・運行課長 運行係 廃棄
2014 放送部技術・運行課 放送関係 衛星放送に関する実施伺い等 放送認定関係（平成26年度） 放送部技術・運行課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 技術・運行課 放送部技術・運行課長 運行係 廃棄
2015 放送部技術・運行課 放送関係 衛星放送に関する実施伺い等 放送認定関係（平成27年度） 放送部技術・運行課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 技術・運行課 放送部技術・運行課長 運行係 廃棄
2016 放送部技術・運行課 放送関係 衛星放送に関する実施伺い等 放送認定関係（平成28年度） 放送部技術・運行課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 技術・運行課 放送部技術・運行課長 運行係 廃棄
2017 放送部技術・運行課 放送関係 衛星放送に関する実施伺い等 放送認定関係（平成29年度） 放送部技術・運行課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 技術・運行課 放送部技術・運行課長 運行係 廃棄
2018 放送部技術・運行課 放送関係 衛星放送に関する実施伺い等 放送認定関係（平成30年度） 放送部技術・運行課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 技術・運行課 放送部技術・運行課長 運行係 廃棄
2019 放送部技術・運行課 放送関係 衛星放送に関する実施伺い等 放送認定関係（令和元年度） 放送部技術・運行課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 技術・運行課 放送部技術・運行課長 運行係 廃棄
2010 放送部技術・運行課 放送関係 放送認定関係 放送認定関係（平成22年度） 放送部技術・運行課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 技術・運行課 放送部技術・運行課長 管理係 廃棄
2011 放送部技術・運行課 放送関係 放送認定関係 放送認定関係（平成23年度） 放送部技術・運行課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 技術・運行課 放送部技術・運行課長 管理係 廃棄
2012 放送部技術・運行課 放送関係 放送認定関係 放送認定関係（平成24年度） 放送部技術・運行課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 技術・運行課 放送部技術・運行課長 管理係 廃棄
2013 放送部技術・運行課 放送関係 放送認定関係 放送認定関係（平成25年度） 放送部技術・運行課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 技術・運行課 放送部技術・運行課長 管理係 廃棄
2014 放送部技術・運行課 放送関係 放送認定関係 放送認定関係（平成26年度） 放送部技術・運行課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 技術・運行課 放送部技術・運行課長 管理係 廃棄
2015 放送部技術・運行課 放送関係 放送認定関係 放送認定関係（平成27年度） 放送部技術・運行課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 技術・運行課 放送部技術・運行課長 管理係 廃棄
2016 放送部技術・運行課 放送関係 放送認定関係 放送認定関係（平成28年度） 放送部技術・運行課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 技術・運行課 放送部技術・運行課長 管理係 廃棄
2017 放送部技術・運行課 放送関係 放送認定関係 放送認定関係（平成29年度） 放送部技術・運行課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 技術・運行課 放送部技術・運行課長 管理係 廃棄
2018 放送部技術・運行課 放送関係 放送認定関係 放送認定関係（平成30年度） 放送部技術・運行課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 技術・運行課 放送部技術・運行課長 管理係 廃棄
2019 放送部技術・運行課 放送関係 放送認定関係 放送認定関係（令和元年度） 放送部技術・運行課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 技術・運行課 放送部技術・運行課長 管理係 廃棄
2002 放送部技術・運行課 放送関係 地上デジタルテレビジョン放送に係る学園のネットワーク識別子割当申告 地上デジタルテレビジョン放送に係る学園のネットワーク識別子割当申告について 放送部技術・運行課長 2003/4/1 5年（失効後） 2024/3/31 紙 技術・運行課 放送部技術・運行課長 送信係 廃棄
2019 放送部技術・運行課 会計 概算要求関係 概算要求関係（令和元年度） 放送部技術・運行課長 2020/4/1 1年 2021/3/31 紙 技術・運行課 放送部技術・運行課長 管理係 廃棄
2019 放送部技術・運行課 会計 予算執行関係 予算執行関係（令和元年度） 放送部技術・運行課長 2020/4/1 1年 2021/3/31 紙 技術・運行課 放送部技術・運行課長 管理係 廃棄
2017 制作部 職員 休暇簿 休暇簿（年休／病休・特休）　平成２９年度 制作部長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 制作部 制作部長 廃棄
2018 制作部 職員 休暇簿 休暇簿（年休／病休・特休）　平成３０年度 制作部長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 制作部 制作部長 廃棄
2019 制作部 職員 休暇簿 休暇簿（年休／病休・特休）　令和元年度 制作部長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 制作部 制作部長 廃棄
2017 制作部 職員 超過勤務命令簿等 勤務時間関係（平成２９年度） 制作部長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 制作部 制作部長 廃棄
2018 制作部 職員 超過勤務命令簿等 勤務時間関係（平成３０年度） 制作部長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 制作部 制作部長 廃棄
2019 制作部 職員 超過勤務命令簿等 勤務時間関係（令和元年度） 制作部長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 制作部 制作部長 廃棄
2017 制作部 職員 出勤簿 出勤簿　平成２９年度 制作部長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 制作部 制作部長 廃棄
2018 制作部 職員 出勤簿 出勤簿　平成３０年度 制作部長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 制作部 制作部長 廃棄
2019 制作部 職員 出勤簿 出勤簿　令和元年度 制作部長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 制作部 制作部長 廃棄
2017 制作部 職員 週休日・勤務時間割振表 振替処理状況表　平成２９年度 制作部長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 制作部 制作部長 廃棄
2018 制作部 職員 週休日・勤務時間割振表 振替処理状況表　平成３０年度 制作部長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 制作部 制作部長 廃棄
2019 制作部 職員 週休日・勤務時間割振表 振替処理状況表　令和元年度 制作部長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 制作部 制作部長 廃棄
2010 制作部 庶務 旅費関係 旅行命令伺　平成２２年度 制作部長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 制作部 制作部長 廃棄
2011 制作部 庶務 旅費関係 旅行命令伺　平成２３年度 制作部長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 制作部 制作部長 廃棄
2012 制作部 庶務 旅費関係 旅行命令伺　平成２４年度 制作部長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 制作部 制作部長 廃棄
2013 制作部 庶務 旅費関係 旅行命令伺　平成２５年度 制作部長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 制作部 制作部長 廃棄
2014 制作部 庶務 旅費関係 旅行命令伺　平成２６年度 制作部長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 制作部 制作部長 廃棄
2015 制作部 庶務 旅費関係 旅行命令伺　平成２７年度 制作部長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 制作部 制作部長 廃棄
2016 制作部 庶務 旅費関係 旅行命令伺　平成２８年度 制作部長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 制作部 制作部長 廃棄
2017 制作部 庶務 旅費関係 旅行命令伺　平成２９年度 制作部長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 制作部 制作部長 廃棄
2018 制作部 庶務 旅費関係 旅行命令伺　平成３０年度 制作部長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 制作部 制作部長 廃棄
2019 制作部 庶務 旅費関係 旅行命令伺　令和元年度 制作部長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 制作部 制作部長 廃棄
2010 制作部 庶務 旅費関係 旅行命令復命書　平成２２年度 制作部長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 制作部 制作部長 廃棄
2011 制作部 庶務 旅費関係 旅行命令復命書　平成２３年度 制作部長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 制作部 制作部長 廃棄
2012 制作部 庶務 旅費関係 旅行命令復命書　平成２４年度 制作部長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 制作部 制作部長 廃棄
2013 制作部 庶務 旅費関係 旅行命令復命書　平成２５年度 制作部長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 制作部 制作部長 廃棄
2014 制作部 庶務 旅費関係 旅行命令復命書　平成２６年度 制作部長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 制作部 制作部長 廃棄
2015 制作部 庶務 旅費関係 旅行命令復命書　平成２７年度 制作部長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 制作部 制作部長 廃棄
2016 制作部 庶務 旅費関係 旅行命令復命書　平成２８年度 制作部長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 制作部 制作部長 廃棄
2017 制作部 庶務 旅費関係 旅行命令復命書　平成２９年度 制作部長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 制作部 制作部長 廃棄
2018 制作部 庶務 旅費関係 旅行命令復命書　平成３０年度 制作部長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 制作部 制作部長 廃棄
2019 制作部 庶務 旅費関係 旅行命令復命書　令和元年度 制作部長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 制作部 制作部長 廃棄
2015 制作部 庶務 原義書 原義書（平成２７年度） 制作部長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 制作部 制作部長 廃棄
2016 制作部 庶務 原義書 原義書（平成２８年度） 制作部長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 制作部 制作部長 廃棄
2017 制作部 庶務 原義書 原義書（平成２９年度） 制作部長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 制作部 制作部長 廃棄
2018 制作部 庶務 原義書 原義書（平成３０年度） 制作部長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 制作部 制作部長 廃棄
2019 制作部 庶務 原義書 原義書（令和元年度） 制作部長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 制作部 制作部長 廃棄
2010 制作部 庶務 外勤交通費 平成22年度　外勤交通費 制作部長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 制作部 制作部長 廃棄
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2011 制作部 庶務 外勤交通費 平成23年度　外勤交通費 制作部長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 制作部 制作部長 廃棄
2012 制作部 庶務 外勤交通費 平成24年度　外勤交通費 制作部長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 制作部 制作部長 廃棄
2013 制作部 庶務 外勤交通費 平成25年度　外勤交通費 制作部長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 制作部 制作部長 廃棄
2014 制作部 庶務 外勤交通費 平成26年度　外勤交通費 制作部長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 制作部 制作部長 廃棄
2015 制作部 庶務 外勤交通費 平成27年度　外勤交通費 制作部長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 制作部 制作部長 廃棄
2016 制作部 庶務 外勤交通費 平成28年度　外勤交通費 制作部長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 制作部 制作部長 廃棄
2017 制作部 庶務 外勤交通費 平成29年度　外勤交通費 制作部長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 制作部 制作部長 廃棄
2018 制作部 庶務 外勤交通費 平成30年度　外勤交通費 制作部長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 制作部 制作部長 廃棄
2019 制作部 庶務 外勤交通費 令和元年度　外勤交通費 制作部長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 制作部 制作部長 廃棄
2010 北海道学習センター 式典 周年式典 周年式典（北海道学習センター開設２０周年） 北海道学習センター事務長 2011/4/1 無期限 紙 北海道学習センター 北海道学習センター事務長 廃棄
2010 北海道学習センター 式典 入学者の集い 入学者の集い（平成２２年度1・2学期） 北海道学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 北海道学習センター 北海道学習センター事務長 廃棄
2011 北海道学習センター 式典 入学者の集い 入学者の集い（平成２３年度1・2学期） 北海道学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 北海道学習センター 北海道学習センター事務長 廃棄
2012 北海道学習センター 式典 入学者の集い 入学者の集い（平成２４年度1・2学期） 北海道学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 北海道学習センター 北海道学習センター事務長 廃棄
2013 北海道学習センター 式典 入学者の集い 入学者の集い（平成２５年度1・2学期） 北海道学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 北海道学習センター 北海道学習センター事務長 廃棄
2010 北海道学習センター 式典 学位記授与式 学位記授与式（平成２２年度1・2学期） 北海道学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 北海道学習センター 北海道学習センター事務長 廃棄
2011 北海道学習センター 式典 学位記授与式 学位記授与式（平成２３年度1・2学期） 北海道学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 北海道学習センター 北海道学習センター事務長 廃棄
2012 北海道学習センター 式典 学位記授与式 学位記授与式（平成２４年度1・2学期） 北海道学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 北海道学習センター 北海道学習センター事務長 廃棄
2013 北海道学習センター 式典 学位記授与式 学位記授与式（平成２５年度1・2学期） 北海道学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 北海道学習センター 北海道学習センター事務長 廃棄
2014 北海道学習センター 式典 学位記授与式・入学者の集い 学位記授与式・入学者の集い（平成２６年度） 北海道学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 北海道学習センター 北海道学習センター事務長 廃棄
2015 北海道学習センター 式典 学位記授与式・入学者の集い 学位記授与式・入学者の集い（平成２７年度） 北海道学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 北海道学習センター 北海道学習センター事務長 廃棄
2016 北海道学習センター 式典 学位記授与式・入学者の集い 学位記授与式・入学書の集い（平成２８年度） 北海道学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 北海道学習センター 北海道学習センター事務長 廃棄
2017 北海道学習センター 式典 学位記授与式・入学者の集い 学位記授与式・入学書の集い（平成２９年度） 北海道学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 北海道学習センター 北海道学習センター事務長 廃棄
2018 北海道学習センター 式典 学位記授与式・入学者の集い 学位記授与式・入学書の集い（平成３０年度） 北海道学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 北海道学習センター 北海道学習センター事務長 廃棄
2019 北海道学習センター 式典 学位記授与式・入学者の集い 学位記授与式・入学書の集い（令和元年度） 北海道学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 北海道学習センター 北海道学習センター事務長 廃棄
2015 北海道学習センター 人事 常勤職員記録文書 常勤職員記録文書（２７年度） 北海道学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 北海道学習センター 北海道学習センター事務長 廃棄
2016 北海道学習センター 人事 常勤職員記録文書 常勤職員記録文書（２８年度） 北海道学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 北海道学習センター 北海道学習センター事務長 廃棄
2017 北海道学習センター 人事 常勤職員記録文書 常勤職員記録文書（２９年度） 北海道学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 北海道学習センター 北海道学習センター事務長 廃棄
2018 北海道学習センター 人事 常勤職員記録文書 常勤職員記録文書（３０年度） 北海道学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 北海道学習センター 北海道学習センター事務長 廃棄
2019 北海道学習センター 人事 常勤職員記録文書 常勤職員記録文書（令和元年度） 北海道学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 北海道学習センター 北海道学習センター事務長 廃棄
2015 北海道学習センター 人事 客員・非常勤講師関係 客員・非常勤講師関係（２７年度） 北海道学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 北海道学習センター 北海道学習センター事務長 廃棄
2016 北海道学習センター 人事 客員・非常勤講師関係 客員・非常勤講師関係（２８年度） 北海道学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 北海道学習センター 北海道学習センター事務長 廃棄
2017 北海道学習センター 人事 客員・非常勤講師関係 客員・非常勤講師関係（２９年度） 北海道学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 北海道学習センター 北海道学習センター事務長 廃棄
2018 北海道学習センター 人事 客員・非常勤講師関係 客員・非常勤講師関係（３０年度） 北海道学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 北海道学習センター 北海道学習センター事務長 廃棄
2019 北海道学習センター 人事 客員・非常勤講師関係 客員・非常勤講師関係（令和元年度） 北海道学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 北海道学習センター 北海道学習センター事務長 廃棄
2015 北海道学習センター 人事 非常勤職員記録文書 非常勤職員記録文書（２７年度） 北海道学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 北海道学習センター 北海道学習センター事務長 廃棄
2016 北海道学習センター 人事 非常勤職員記録文書 非常勤職員記録文書（２８年度） 北海道学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 北海道学習センター 北海道学習センター事務長 廃棄
2017 北海道学習センター 人事 非常勤職員記録文書 非常勤職員記録文書（２９年度） 北海道学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 北海道学習センター 北海道学習センター事務長 廃棄
2018 北海道学習センター 人事 非常勤職員記録文書 非常勤職員記録文書（３０年度） 北海道学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 北海道学習センター 北海道学習センター事務長 廃棄
2019 北海道学習センター 人事 非常勤職員記録文書 非常勤職員記録文書（令和元年度） 北海道学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 北海道学習センター 北海道学習センター事務長 廃棄
2017 北海道学習センター 諸会議 ブロック会議 ブロック会議（平成２９年度） 北海道学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 北海道学習センター 北海道学習センター事務長 廃棄
2018 北海道学習センター 諸会議 ブロック会議 ブロック会議（平成３０年度） 北海道学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 北海道学習センター 北海道学習センター事務長 廃棄
2019 北海道学習センター 諸会議 ブロック会議 ブロック会議（令和元年度） 北海道学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 北海道学習センター 北海道学習センター事務長 廃棄
2017 北海道学習センター 諸会議 学習センター連絡会議 学習センター連絡会議（平成２９年度） 北海道学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 北海道学習センター 北海道学習センター事務長 廃棄
2018 北海道学習センター 諸会議 学習センター連絡会議 学習センター連絡会議（平成３０年度） 北海道学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 北海道学習センター 北海道学習センター事務長 廃棄
2019 北海道学習センター 諸会議 学習センター連絡会議 学習センター連絡会議（令和元年度） 北海道学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 北海道学習センター 北海道学習センター事務長 廃棄
2017 北海道学習センター 諸会議 所長会議 所長会議（平成２９年度） 北海道学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 北海道学習センター 北海道学習センター事務長 廃棄
2018 北海道学習センター 諸会議 所長会議 所長会議（平成３０年度） 北海道学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 北海道学習センター 北海道学習センター事務長 廃棄
2019 北海道学習センター 諸会議 所長会議 所長会議（令和元年度） 北海道学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 北海道学習センター 北海道学習センター事務長 廃棄
2017 北海道学習センター 諸会議 事務長連絡会議 事務長会議（平成２９年度） 北海道学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 北海道学習センター 北海道学習センター事務長 廃棄
2018 北海道学習センター 諸会議 事務長連絡会議 事務長会議（平成３０年度） 北海道学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 北海道学習センター 北海道学習センター事務長 廃棄
2019 北海道学習センター 諸会議 事務長連絡会議 事務長会議（令和元年度） 北海道学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 北海道学習センター 北海道学習センター事務長 廃棄
2015 北海道学習センター 広報 センター機関誌 センター機関誌（平成２７年度） 北海道学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 北海道学習センター 北海道学習センター事務長 廃棄
2016 北海道学習センター 広報 センター機関誌 センター機関誌（平成２８年度） 北海道学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 北海道学習センター 北海道学習センター事務長 廃棄
2017 北海道学習センター 広報 センター機関誌 センター機関誌（平成２９年度） 北海道学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 北海道学習センター 北海道学習センター事務長 廃棄
2018 北海道学習センター 広報 センター機関誌 センター機関誌（平成３０年度） 北海道学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 北海道学習センター 北海道学習センター事務長 廃棄
2019 北海道学習センター 広報 センター機関誌 センター機関誌（令和元年度） 北海道学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 北海道学習センター 北海道学習センター事務長 廃棄
2015 北海道学習センター 広報 公開講演会 公開講演会（平成２７年度） 北海道学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 北海道学習センター 北海道学習センター事務長 廃棄
2016 北海道学習センター 広報 公開講演会 公開講演会（平成２８年度） 北海道学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 北海道学習センター 北海道学習センター事務長 廃棄
2017 北海道学習センター 広報 公開講演会 公開講演会（平成２９年度） 北海道学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 北海道学習センター 北海道学習センター事務長 廃棄
2018 北海道学習センター 広報 公開講演会 公開講演会（平成３０年度） 北海道学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 北海道学習センター 北海道学習センター事務長 廃棄
2019 北海道学習センター 広報 公開講演会 公開講演会（令和元年度） 北海道学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 北海道学習センター 北海道学習センター事務長 廃棄
2015 北海道学習センター 庶務 法人文書ファイル管理簿等 法人文書ファイル管理簿等（平成２７年度） 北海道学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 電子（共有サーバー内） 北海道学習センター 北海道学習センター事務長 廃棄
2016 北海道学習センター 庶務 法人文書ファイル管理簿等 法人文書ファイル管理簿等（平成２８年度） 北海道学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 電子（共有サーバー内） 北海道学習センター 北海道学習センター事務長 廃棄
2017 北海道学習センター 庶務 法人文書ファイル管理簿等 法人文書ファイル管理簿等（平成２９年度） 北海道学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 電子（共有サーバー内） 北海道学習センター 北海道学習センター事務長 廃棄
2018 北海道学習センター 庶務 法人文書ファイル管理簿等 法人文書ファイル管理簿等（平成３０年度） 北海道学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 電子（共有サーバー内） 北海道学習センター 北海道学習センター事務長 廃棄
2019 北海道学習センター 庶務 法人文書ファイル管理簿等 法人文書ファイル管理簿等（令和元年度） 北海道学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 電子（共有サーバー内） 北海道学習センター 北海道学習センター事務長 廃棄
2010 北海道学習センター 庶務 旅行命令簿・復命書 旅行命令簿・復命書（平成２２年） 北海道学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 北海道学習センター 北海道学習センター事務長 廃棄
2011 北海道学習センター 庶務 旅行命令簿・復命書 旅行命令簿・復命書（平成２３年） 北海道学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 北海道学習センター 北海道学習センター事務長 廃棄
2012 北海道学習センター 庶務 旅行命令簿・復命書 旅行命令簿・復命書（平成２４年） 北海道学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 北海道学習センター 北海道学習センター事務長 廃棄
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大分類 中分類
備考作成・取得年度等

文書分類
小分類 法人文書ファイル名 作成・取得者 起算日 保存期間

保存期間満了
時期

媒体の種別 保存場所 管理者 管理担当係等
保存期間満了時の

措置結果
2013 北海道学習センター 庶務 旅行命令簿・復命書 旅行命令簿・復命書（平成２５年） 北海道学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 北海道学習センター 北海道学習センター事務長 廃棄
2014 北海道学習センター 庶務 旅行・外勤関係 旅行・外勤関係（平成２６年） 北海道学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 北海道学習センター 北海道学習センター事務長 廃棄
2015 北海道学習センター 庶務 旅行・外勤関係 旅行・外勤関係（平成２７年） 北海道学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 北海道学習センター 北海道学習センター事務長 廃棄
2016 北海道学習センター 庶務 旅行・外勤関係 旅行・外勤関係（平成２８年） 北海道学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 北海道学習センター 北海道学習センター事務長 廃棄
2017 北海道学習センター 庶務 旅行・外勤関係 旅行・外勤関係（平成２９年） 北海道学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 北海道学習センター 北海道学習センター事務長 廃棄
2018 北海道学習センター 庶務 旅行・外勤関係 旅行・外勤関係（平成３０年） 北海道学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 北海道学習センター 北海道学習センター事務長 廃棄
2019 北海道学習センター 庶務 旅行・外勤関係 旅行・外勤関係（令和元年） 北海道学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 北海道学習センター 北海道学習センター事務長 廃棄
2010 北海道学習センター 庶務 物品供用簿 物品供用簿（平成２２年度） 北海道学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 北海道学習センター 北海道学習センター事務長 廃棄
2011 北海道学習センター 庶務 物品供用簿 物品供用簿（平成２３年度） 北海道学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 北海道学習センター 北海道学習センター事務長 廃棄
2012 北海道学習センター 庶務 物品供用簿 物品供用簿（平成２４年度） 北海道学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 北海道学習センター 北海道学習センター事務長 廃棄
2013 北海道学習センター 庶務 物品供用簿 物品供用簿（平成２５年度） 北海道学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 北海道学習センター 北海道学習センター事務長 廃棄
2014 北海道学習センター 庶務 物品供用簿 物品供用簿（平成２６年度） 北海道学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 北海道学習センター 北海道学習センター事務長 廃棄
2015 北海道学習センター 庶務 物品供用簿 物品供用簿（平成２７年度） 北海道学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 北海道学習センター 北海道学習センター事務長 廃棄
2016 北海道学習センター 庶務 物品供用簿 物品供用簿（平成２８年度） 北海道学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 北海道学習センター 北海道学習センター事務長 廃棄
2017 北海道学習センター 庶務 物品供用簿 物品供用簿（平成２９年度） 北海道学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 北海道学習センター 北海道学習センター事務長 廃棄
2018 北海道学習センター 庶務 物品供用簿 物品供用簿（平成３０年度） 北海道学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 北海道学習センター 北海道学習センター事務長 廃棄
2019 北海道学習センター 庶務 物品供用簿 物品供用簿（令和元年度） 北海道学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 北海道学習センター 北海道学習センター事務長 廃棄
2015 北海道学習センター 庶務 文書処理簿 文書処理簿（平成２７年度） 北海道学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 北海道学習センター 北海道学習センター事務長 廃棄
2015 北海道学習センター 庶務 学習センター利用の手引き 学習センター利用の手引き（平成２７年度） 北海道学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 北海道学習センター 北海道学習センター事務長 廃棄
2016 北海道学習センター 庶務 学習センター利用の手引き 学習センター利用の手引き（平成２８年度） 北海道学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 北海道学習センター 北海道学習センター事務長 廃棄
2017 北海道学習センター 庶務 学習センター利用の手引き 学習センター利用の手引き（平成２９年度） 北海道学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 北海道学習センター 北海道学習センター事務長 廃棄
2018 北海道学習センター 庶務 学習センター利用の手引き 学習センター利用の手引き（平成３０年度） 北海道学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 北海道学習センター 北海道学習センター事務長 廃棄
2019 北海道学習センター 庶務 学習センター利用の手引き 学習センター利用の手引き（令和元年度） 北海道学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 北海道学習センター 北海道学習センター事務長 廃棄
2017 北海道学習センター 職員 休暇簿 休暇簿（平成２９年度） 北海道学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 北海道学習センター 北海道学習センター事務長 廃棄
2018 北海道学習センター 職員 休暇簿 休暇簿（平成３０年度） 北海道学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 北海道学習センター 北海道学習センター事務長 廃棄
2019 北海道学習センター 職員 休暇簿 休暇簿（令和元年度） 北海道学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 北海道学習センター 北海道学習センター事務長 廃棄
2017 北海道学習センター 職員 出勤簿 出勤簿（平成２９年度） 北海道学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 北海道学習センター 北海道学習センター事務長 廃棄
2018 北海道学習センター 職員 出勤簿 出勤簿（平成３０年度） 北海道学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 北海道学習センター 北海道学習センター事務長 廃棄
2019 北海道学習センター 職員 出勤簿 出勤簿（令和元年度） 北海道学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 北海道学習センター 北海道学習センター事務長 廃棄
2013 北海道学習センター 職員 諸手当関係 諸手当関係（平成２４年度～２５年度） 北海道学習センター事務長 2014/4/1 3年（支給喪失から） 紙 北海道学習センター 北海道学習センター事務長 廃棄
2014 北海道学習センター 職員 諸手当関係 諸手当関係（平成２６年度） 北海道学習センター事務長 2015/4/1 3年（支給喪失から） 紙 北海道学習センター 北海道学習センター事務長 廃棄
2015 北海道学習センター 職員 諸手当関係 諸手当関係（平成２７年度） 北海道学習センター事務長 2016/4/1 3年（支給喪失から） 紙 北海道学習センター 北海道学習センター事務長 廃棄
2016 北海道学習センター 職員 諸手当関係 諸手当関係（平成２８年度） 北海道学習センター事務長 2017/4/1 3年（支給喪失から） 紙 北海道学習センター 北海道学習センター事務長 廃棄
2017 北海道学習センター 職員 諸手当関係 諸手当関係（平成２９年度） 北海道学習センター事務長 2018/4/1 3年（支給喪失から） 紙 北海道学習センター 北海道学習センター事務長 廃棄
2018 北海道学習センター 職員 諸手当関係 諸手当関係（平成３０年度） 北海道学習センター事務長 2019/4/1 3年（支給喪失から） 紙 北海道学習センター 北海道学習センター事務長 廃棄
2019 北海道学習センター 職員 諸手当関係 諸手当関係（令和元年度） 北海道学習センター事務長 2020/4/1 3年（支給喪失から） 紙 北海道学習センター 北海道学習センター事務長 廃棄
2015 北海道学習センター 面接授業 面接授業 面接授業（平成２７年度） 北海道学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 北海道学習センター 北海道学習センター事務長 廃棄
2016 北海道学習センター 面接授業 面接授業 面接授業（平成２８年度） 北海道学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 北海道学習センター 北海道学習センター事務長 廃棄
2017 北海道学習センター 面接授業 面接授業 面接授業（平成２９年度） 北海道学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 北海道学習センター 北海道学習センター事務長 廃棄
2018 北海道学習センター 面接授業 面接授業 面接授業（平成３０年度） 北海道学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 北海道学習センター 北海道学習センター事務長 廃棄
2019 北海道学習センター 面接授業 面接授業 面接授業（令和元年度） 北海道学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 北海道学習センター 北海道学習センター事務長 廃棄
2014 北海道学習センター 教務関係 単位互換協定書等 単位互換協定書等 北海道学習センター事務長 2015/4/1 3年（失効後） 紙 北海道学習センター 北海道学習センター事務長 廃棄
2014 北海道学習センター 学生関係 学生教育研究災害傷害保険 学生教育研究災害傷害保険（平成２６年度） 北海道学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 北海道学習センター 北海道学習センター事務長 廃棄
2015 北海道学習センター 学生関係 学生教育研究災害傷害保険 学生教育研究災害傷害保険（平成２７年度） 北海道学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 北海道学習センター 北海道学習センター事務長 廃棄
2016 北海道学習センター 学生関係 学生教育研究災害傷害保険 学生教育研究災害障害保険（平成２８年度） 北海道学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 北海道学習センター 北海道学習センター事務長 廃棄
2017 北海道学習センター 学生関係 学生教育研究災害傷害保険 学生教育研究災害障害保険（平成２９年度） 北海道学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 北海道学習センター 北海道学習センター事務長 廃棄
2018 北海道学習センター 学生関係 学生教育研究災害傷害保険 学生教育研究災害障害保険（平成３０年度） 北海道学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 北海道学習センター 北海道学習センター事務長 廃棄
2019 北海道学習センター 学生関係 学生教育研究災害傷害保険 学生教育研究災害障害保険（令和元年度） 北海道学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 北海道学習センター 北海道学習センター事務長 廃棄
2015 北海道学習センター 学生関係 奨学金関係 奨学金関係（平成２７年度） 北海道学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 北海道学習センター 北海道学習センター事務長 廃棄
2016 北海道学習センター 学生関係 奨学金関係 奨学金関係（平成２８年度） 北海道学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 北海道学習センター 北海道学習センター事務長 廃棄
2017 北海道学習センター 学生関係 奨学金関係 奨学金関係（平成２９年度） 北海道学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 北海道学習センター 北海道学習センター事務長 廃棄
2018 北海道学習センター 学生関係 奨学金関係 奨学金関係（平成３０年度） 北海道学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 北海道学習センター 北海道学習センター事務長 廃棄
2019 北海道学習センター 学生関係 奨学金関係 奨学金関係（令和元年度） 北海道学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 北海道学習センター 北海道学習センター事務長 廃棄
2015 北海道学習センター 学生関係 学生団体・同窓会関係 学生団体・同窓会関係（平成２７年度） 北海道学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 北海道学習センター 北海道学習センター事務長 廃棄
2016 北海道学習センター 学生関係 学生団体・同窓会関係 学生団体・同窓会関係（平成２８年度） 北海道学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 北海道学習センター 北海道学習センター事務長 廃棄
2017 北海道学習センター 学生関係 学生団体・同窓会関係 学生団体・同窓会関係（平成２９年度） 北海道学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 北海道学習センター 北海道学習センター事務長 廃棄
2018 北海道学習センター 学生関係 学生団体・同窓会関係 学生団体・同窓会関係（平成３０年度） 北海道学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 北海道学習センター 北海道学習センター事務長 廃棄
2019 北海道学習センター 学生関係 学生団体・同窓会関係 学生団体・同窓会関係（令和元年度） 北海道学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 北海道学習センター 北海道学習センター事務長 廃棄
2015 北海道学習センター 学生関係 学生研修旅行 学生研修旅行（平成２７年度） 北海道学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 北海道学習センター 北海道学習センター事務長 廃棄
2016 北海道学習センター 学生関係 学生研修旅行 学生研修旅行（平成２８年度） 北海道学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 北海道学習センター 北海道学習センター事務長 廃棄
2017 北海道学習センター 学生関係 学生研修旅行 学生研修旅行（平成２９年度） 北海道学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 北海道学習センター 北海道学習センター事務長 廃棄
2018 北海道学習センター 学生関係 学生研修旅行 学生研修旅行（平成３０年度） 北海道学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 北海道学習センター 北海道学習センター事務長 廃棄
2019 北海道学習センター 学生関係 学生研修旅行 学生研修旅行（令和元年度） 北海道学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 北海道学習センター 北海道学習センター事務長 廃棄
2017 北海道学習センター 証明書 各種証明書・交付願 各種証明書・交付願（台帳含む）（平成２９年度） 北海道学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 北海道学習センター 北海道学習センター事務長 廃棄
2018 北海道学習センター 証明書 各種証明書・交付願 各種証明書・交付願（台帳含む）（平成３０年度） 北海道学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 北海道学習センター 北海道学習センター事務長 廃棄
2019 北海道学習センター 証明書 各種証明書・交付願 各種証明書・交付願（台帳含む）（令和元年度） 北海道学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 北海道学習センター 北海道学習センター事務長 廃棄
2017 北海道学習センター 証明書 学割関係 学割関係（平成２９年度） 北海道学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 北海道学習センター 北海道学習センター事務長 廃棄
2018 北海道学習センター 証明書 学割関係 学割関係（平成３０年度） 北海道学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 北海道学習センター 北海道学習センター事務長 廃棄
2019 北海道学習センター 証明書 学割関係 学割関係（令和元年度） 北海道学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 北海道学習センター 北海道学習センター事務長 廃棄
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2015 北海道学習センター 入試 大学院入学試験 大学院入学試験（平成２７年度） 北海道学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 北海道学習センター 北海道学習センター事務長 廃棄
2016 北海道学習センター 入試 大学院入学試験 大学院入学試験（平成２８年度） 北海道学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 北海道学習センター 北海道学習センター事務長 廃棄
2017 北海道学習センター 入試 大学院入学試験 大学院入学試験（平成２９年度） 北海道学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 北海道学習センター 北海道学習センター事務長 廃棄
2018 北海道学習センター 入試 大学院入学試験 大学院入学試験（平成３０年度） 北海道学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 北海道学習センター 北海道学習センター事務長 廃棄
2019 北海道学習センター 入試 大学院入学試験 大学院入学試験（令和元年度） 北海道学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 北海道学習センター 北海道学習センター事務長 廃棄
2015 北海道学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験 単位認定試験（平成２７年度） 北海道学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 北海道学習センター 北海道学習センター事務長 廃棄
2016 北海道学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験 単位認定試験（平成２８年度） 北海道学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 北海道学習センター 北海道学習センター事務長 廃棄
2017 北海道学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験 単位認定試験（平成２９年度） 北海道学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 北海道学習センター 北海道学習センター事務長 廃棄
2018 北海道学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験 単位認定試験（平成３０年度） 北海道学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 北海道学習センター 北海道学習センター事務長 廃棄
2019 北海道学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験 単位認定試験（令和元年度） 北海道学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 北海道学習センター 北海道学習センター事務長 廃棄
2014 北海道学習センター 図書・視聴 図書室等利用統計 図書室等利用統計（平成２６年度） 北海道学習センター事務長 2015/4/1 3年（失効後） 紙 北海道学習センター 北海道学習センター事務長 廃棄
2015 北海道学習センター 図書・視聴 図書室等利用統計 図書室等利用統計（平成２７年度） 北海道学習センター事務長 2016/4/1 3年（失効後） 紙 北海道学習センター 北海道学習センター事務長 廃棄
2016 北海道学習センター 図書・視聴 図書室等利用統計 図書室等利用統計（平成２８年度） 北海道学習センター事務長 2017/4/1 3年（失効後） 紙 北海道学習センター 北海道学習センター事務長 廃棄
2017 北海道学習センター 図書・視聴 図書室等利用統計 図書室等利用統計（平成２９年度） 北海道学習センター事務長 2018/4/1 3年（失効後） 紙 北海道学習センター 北海道学習センター事務長 廃棄
2018 北海道学習センター 図書・視聴 図書室等利用統計 図書室等利用統計（平成３０年度） 北海道学習センター事務長 2019/4/1 3年（失効後） 紙 北海道学習センター 北海道学習センター事務長 廃棄
2017 北海道学習センター 図書・視聴 文献複写申込書 文献複写申込書（平成２９年度） 北海道学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 北海道学習センター 北海道学習センター事務長 廃棄
2018 北海道学習センター 図書・視聴 文献複写申込書 文献複写申込書（平成３０年度） 北海道学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 北海道学習センター 北海道学習センター事務長 廃棄
2019 北海道学習センター 図書・視聴 文献複写申込書 文献複写申込書（令和元年度） 北海道学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 北海道学習センター 北海道学習センター事務長 廃棄
2010 北海道学習センター 会計 現金出納簿 現金出納簿（平成２２年度） 北海道学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 北海道学習センター 北海道学習センター事務長 廃棄
2011 北海道学習センター 会計 現金出納簿 現金出納簿（平成２３年度） 北海道学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 北海道学習センター 北海道学習センター事務長 廃棄
2012 北海道学習センター 会計 現金出納簿 現金出納簿（平成２４年度） 北海道学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 北海道学習センター 北海道学習センター事務長 廃棄
2013 北海道学習センター 会計 現金出納簿 現金出納簿（平成２５年度） 北海道学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 北海道学習センター 北海道学習センター事務長 廃棄
2014 北海道学習センター 会計 現金出納簿 現金出納簿（平成２６年度） 北海道学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 北海道学習センター 北海道学習センター事務長 廃棄
2015 北海道学習センター 会計 現金出納簿 現金出納簿（平成２７年度） 北海道学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 北海道学習センター 北海道学習センター事務長 廃棄
2016 北海道学習センター 会計 現金出納簿 現金出納簿（平成２８年度） 北海道学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 北海道学習センター 北海道学習センター事務長 廃棄
2017 北海道学習センター 会計 現金出納簿 現金出納簿（平成２９年度） 北海道学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 北海道学習センター 北海道学習センター事務長 廃棄
2018 北海道学習センター 会計 現金出納簿 現金出納簿（平成３０年度） 北海道学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 北海道学習センター 北海道学習センター事務長 廃棄
2019 北海道学習センター 会計 現金出納簿 現金出納簿（令和元年度） 北海道学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 北海道学習センター 北海道学習センター事務長 廃棄
2010 北海道学習センター 会計 出納員・現金払込 出納員・現金払込（平成２２年度） 北海道学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 北海道学習センター 北海道学習センター事務長 廃棄
2011 北海道学習センター 会計 出納員・現金払込 出納員・現金払込（平成２３年度） 北海道学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 北海道学習センター 北海道学習センター事務長 廃棄
2012 北海道学習センター 会計 出納員・現金払込 出納員・現金払込（平成２４年度） 北海道学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 北海道学習センター 北海道学習センター事務長 廃棄
2013 北海道学習センター 会計 出納員・現金払込 出納員・現金払込（平成２５年度） 北海道学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 北海道学習センター 北海道学習センター事務長 廃棄
2014 北海道学習センター 会計 出納員・現金払込 出納員・現金払込（平成２６年度） 北海道学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 北海道学習センター 北海道学習センター事務長 廃棄
2015 北海道学習センター 会計 出納員・現金払込 出納員・現金払込（平成２７年度） 北海道学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 北海道学習センター 北海道学習センター事務長 廃棄
2016 北海道学習センター 会計 出納員・現金払込 出納員・現金払込（平成２８年度） 北海道学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 北海道学習センター 北海道学習センター事務長 廃棄
2017 北海道学習センター 会計 出納員・現金払込 出納員・現金払込（平成２９年度） 北海道学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 北海道学習センター 北海道学習センター事務長 廃棄
2018 北海道学習センター 会計 出納員・現金払込 出納員・現金払込（平成３０年度） 北海道学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 北海道学習センター 北海道学習センター事務長 廃棄
2019 北海道学習センター 会計 出納員・現金払込 出納員・現金払込（令和元年度） 北海道学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 北海道学習センター 北海道学習センター事務長 廃棄
2010 北海道学習センター 会計 前渡資金要求書・精算書 前渡資金要求書・精算書（平成２２年度） 北海道学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 北海道学習センター 北海道学習センター事務長 廃棄
2011 北海道学習センター 会計 前渡資金要求書・精算書 前渡資金要求書・精算書（平成２３年度） 北海道学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 北海道学習センター 北海道学習センター事務長 廃棄
2012 北海道学習センター 会計 前渡資金要求書・精算書 前渡資金要求書・精算書（平成２４年度） 北海道学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 北海道学習センター 北海道学習センター事務長 廃棄
2013 北海道学習センター 会計 前渡資金要求書・精算書 前渡資金要求書・精算書（平成２５年度） 北海道学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 北海道学習センター 北海道学習センター事務長 廃棄
2014 北海道学習センター 会計 前渡資金精算書 前渡資金精算書（平成２６年度） 北海道学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 北海道学習センター 北海道学習センター事務長 廃棄
2015 北海道学習センター 会計 前渡資金精算書 前渡資金精算書（平成２７年度） 北海道学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 北海道学習センター 北海道学習センター事務長 廃棄
2016 北海道学習センター 会計 前渡資金精算書 前渡資金精算書（平成２８年度） 北海道学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 北海道学習センター 北海道学習センター事務長 廃棄
2017 北海道学習センター 会計 前渡資金精算書 前渡資金精算書（平成２９年度） 北海道学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 北海道学習センター 北海道学習センター事務長 廃棄
2018 北海道学習センター 会計 前渡資金精算書 前渡資金精算書（平成３０年度） 北海道学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 北海道学習センター 北海道学習センター事務長 廃棄
2014 北海道学習センター 会計 前渡資金要求書 前渡資金要求書（平成２６年度） 北海道学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 北海道学習センター 北海道学習センター事務長 廃棄
2015 北海道学習センター 会計 前渡資金要求書 前渡資金要求書（平成２７年度） 北海道学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 北海道学習センター 北海道学習センター事務長 廃棄
2016 北海道学習センター 会計 前渡資金要求書 前渡資金要求書（平成２８年度） 北海道学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 北海道学習センター 北海道学習センター事務長 廃棄
2017 北海道学習センター 会計 前渡資金要求書 前渡資金要求書（平成２９年度） 北海道学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 北海道学習センター 北海道学習センター事務長 廃棄
2018 北海道学習センター 会計 前渡資金要求書 前渡資金要求書（平成３０年度） 北海道学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 北海道学習センター 北海道学習センター事務長 廃棄
2010 北海道学習センター 会計 前渡資金出納簿 前渡資金出納簿（平成２２年度） 北海道学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 北海道学習センター 北海道学習センター事務長 廃棄
2011 北海道学習センター 会計 前渡資金出納簿 前渡資金出納簿（平成２３年度） 北海道学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 北海道学習センター 北海道学習センター事務長 廃棄
2012 北海道学習センター 会計 前渡資金出納簿 前渡資金出納簿（平成２４年度） 北海道学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 北海道学習センター 北海道学習センター事務長 廃棄
2013 北海道学習センター 会計 前渡資金出納簿 前渡資金出納簿（平成２５年度） 北海道学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 北海道学習センター 北海道学習センター事務長 廃棄
2014 北海道学習センター 会計 前渡資金出納簿 前渡資金出納簿（平成２６年度） 北海道学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 北海道学習センター 北海道学習センター事務長 廃棄
2015 北海道学習センター 会計 前渡資金出納簿 前渡資金出納簿（平成２７年度） 北海道学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 北海道学習センター 北海道学習センター事務長 廃棄
2016 北海道学習センター 会計 前渡資金出納簿 前渡資金出納簿（平成２８年度） 北海道学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 北海道学習センター 北海道学習センター事務長 廃棄
2017 北海道学習センター 会計 前渡資金出納簿 前渡資金出納簿（平成２９年度） 北海道学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 北海道学習センター 北海道学習センター事務長 廃棄
2018 北海道学習センター 会計 前渡資金出納簿 前渡資金出納簿（平成３０年度） 北海道学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 北海道学習センター 北海道学習センター事務長 廃棄
2019 北海道学習センター 会計 前渡資金出納簿 前渡資金出納簿（令和元年度） 北海道学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 北海道学習センター 北海道学習センター事務長 廃棄
2010 北海道学習センター 会計 予算関係 予算関係（平成２２年度） 北海道学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 北海道学習センター 北海道学習センター事務長 廃棄
2011 北海道学習センター 会計 予算関係 予算関係（平成２３年度） 北海道学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 北海道学習センター 北海道学習センター事務長 廃棄
2012 北海道学習センター 会計 予算関係 予算関係（平成２４年度） 北海道学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 北海道学習センター 北海道学習センター事務長 廃棄
2013 北海道学習センター 会計 予算関係 予算関係（平成２５年度） 北海道学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 北海道学習センター 北海道学習センター事務長 廃棄
2014 北海道学習センター 会計 予算関係 予算関係（平成２６年度） 北海道学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 北海道学習センター 北海道学習センター事務長 廃棄
2015 北海道学習センター 会計 予算関係 予算関係（平成２７年度） 北海道学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 北海道学習センター 北海道学習センター事務長 廃棄
2016 北海道学習センター 会計 予算関係 予算関係（平成２８年度） 北海道学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 北海道学習センター 北海道学習センター事務長 廃棄
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2017 北海道学習センター 会計 予算関係 予算関係（平成２９年度） 北海道学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 北海道学習センター 北海道学習センター事務長 廃棄
2018 北海道学習センター 会計 予算関係 予算関係（平成３０年度） 北海道学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 北海道学習センター 北海道学習センター事務長 廃棄
2019 北海道学習センター 会計 予算関係 予算関係（令和元年度） 北海道学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 北海道学習センター 北海道学習センター事務長 廃棄
2010 北海道学習センター 会計 物品取得及び修繕（役務）請求書 物品取得及び修繕（役務）請求書（平成２２年度） 北海道学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 北海道学習センター 北海道学習センター事務長 廃棄
2011 北海道学習センター 会計 物品取得及び修繕（役務）請求書 物品取得及び修繕（役務）請求書（平成２３年度） 北海道学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 北海道学習センター 北海道学習センター事務長 廃棄
2012 北海道学習センター 会計 物品取得及び修繕（役務）請求書 物品取得及び修繕（役務）請求書（平成２４年度） 北海道学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 北海道学習センター 北海道学習センター事務長 廃棄
2013 北海道学習センター 会計 物品取得及び修繕（役務）請求書 物品取得及び修繕（役務）請求書（平成２５年度） 北海道学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 北海道学習センター 北海道学習センター事務長 廃棄
2014 北海道学習センター 会計 物品取得及び修繕（役務）請求書 物品取得及び修繕（役務）請求書（平成２６年度） 北海道学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 北海道学習センター 北海道学習センター事務長 廃棄
2015 北海道学習センター 会計 物品取得及び修繕（役務）請求書 物品取得及び修繕（役務）請求書（平成２７年度） 北海道学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 北海道学習センター 北海道学習センター事務長 廃棄
2016 北海道学習センター 会計 物品取得及び修繕（役務）請求書 物品取得及び修繕（役務）請求書（平成２８年度） 北海道学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 北海道学習センター 北海道学習センター事務長 廃棄
2017 北海道学習センター 会計 物品取得及び修繕（役務）請求書 物品取得及び修繕（役務）請求書（平成２９年度） 北海道学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 北海道学習センター 北海道学習センター事務長 廃棄
2018 北海道学習センター 会計 物品取得及び修繕（役務）請求書 物品取得及び修繕（役務）請求書（平成３０年度） 北海道学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 北海道学習センター 北海道学習センター事務長 廃棄
2019 北海道学習センター 会計 物品取得及び修繕（役務）請求書 物品取得及び修繕（役務）請求書（令和元年度） 北海道学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 北海道学習センター 北海道学習センター事務長 廃棄
2010 北海道学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等受払簿（平成２２年度） 北海道学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 北海道学習センター 北海道学習センター事務長 廃棄
2011 北海道学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等受払簿（平成２３年度） 北海道学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 北海道学習センター 北海道学習センター事務長 廃棄
2012 北海道学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等受払簿（平成２４年度） 北海道学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 北海道学習センター 北海道学習センター事務長 廃棄
2013 北海道学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等受払簿（平成２５年度） 北海道学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 北海道学習センター 北海道学習センター事務長 廃棄
2014 北海道学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等受払簿（平成２６年度） 北海道学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 北海道学習センター 北海道学習センター事務長 廃棄
2015 北海道学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等受払簿（平成２７年度） 北海道学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 北海道学習センター 北海道学習センター事務長 廃棄
2016 北海道学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等受払簿（平成２８年度） 北海道学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 北海道学習センター 北海道学習センター事務長 廃棄
2017 北海道学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等受払簿（平成２９年度） 北海道学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 北海道学習センター 北海道学習センター事務長 廃棄
2018 北海道学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等受払簿（平成３０年度） 北海道学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 北海道学習センター 北海道学習センター事務長 廃棄
2019 北海道学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等受払簿（令和元年度） 北海道学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 北海道学習センター 北海道学習センター事務長 廃棄
2010 北海道学習センター 会計 支払済額報告書 支払済額報告書（平成２２年度） 北海道学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 北海道学習センター 北海道学習センター事務長 廃棄
2011 北海道学習センター 会計 支払済額報告書 支払済額報告書（平成２３年度） 北海道学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 北海道学習センター 北海道学習センター事務長 廃棄
2012 北海道学習センター 会計 支払済額報告書 支払済額報告書（平成２４年度） 北海道学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 北海道学習センター 北海道学習センター事務長 廃棄
2013 北海道学習センター 会計 支払済額報告書 支払済額報告書（平成２５年度） 北海道学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 北海道学習センター 北海道学習センター事務長 廃棄
2014 北海道学習センター 会計 支払済額報告書 支払済額報告書（平成２６年度） 北海道学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 北海道学習センター 北海道学習センター事務長 廃棄
2015 北海道学習センター 会計 支払済額報告書 支払済額報告書（平成２７年度） 北海道学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 北海道学習センター 北海道学習センター事務長 廃棄
2016 北海道学習センター 会計 支払済額報告書 支払済額報告書（平成２８年度） 北海道学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 北海道学習センター 北海道学習センター事務長 廃棄
2017 北海道学習センター 会計 支払済額報告書 支払済額報告書（平成２９年度） 北海道学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 北海道学習センター 北海道学習センター事務長 廃棄
2018 北海道学習センター 会計 支払済額報告書 支払済額報告書（平成３０年度） 北海道学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 北海道学習センター 北海道学習センター事務長 廃棄
2019 北海道学習センター 会計 支払済額報告書 支払済額報告書（令和元年度） 北海道学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 北海道学習センター 北海道学習センター事務長 廃棄
2010 北海道学習センター 会計 支払伝票 支払伝票（平成２２年度） 北海道学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 北海道学習センター 北海道学習センター事務長 廃棄
2011 北海道学習センター 会計 支払伝票 支払伝票（平成２３年度） 北海道学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 北海道学習センター 北海道学習センター事務長 廃棄
2012 北海道学習センター 会計 支払伝票 支払伝票（平成２４年度） 北海道学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 北海道学習センター 北海道学習センター事務長 廃棄
2013 北海道学習センター 会計 支払伝票 支払伝票（平成２５年度） 北海道学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 北海道学習センター 北海道学習センター事務長 廃棄
2014 北海道学習センター 会計 支払伝票 支払伝票（平成２６年度） 北海道学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 北海道学習センター 北海道学習センター事務長 廃棄
2015 北海道学習センター 会計 支払伝票 支払伝票（平成２７年度） 北海道学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 北海道学習センター 北海道学習センター事務長 廃棄
2016 北海道学習センター 会計 支払伝票 支払伝票（平成２８年度） 北海道学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 北海道学習センター 北海道学習センター事務長 廃棄
2017 北海道学習センター 会計 支払伝票 支払伝票（平成２９年度） 北海道学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 北海道学習センター 北海道学習センター事務長 廃棄
2018 北海道学習センター 会計 支払伝票 支払伝票（平成３０年度） 北海道学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 北海道学習センター 北海道学習センター事務長 廃棄
2019 北海道学習センター 会計 支払伝票 支払伝票（令和元年度） 北海道学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 北海道学習センター 北海道学習センター事務長 廃棄
1999 青森学習センター 式典 学習センター開所式 学習センター開所式 青森学習センター事務長 2000/4/1 無期限 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2009 青森学習センター 式典 視聴外施設開所式 視聴外施設開所式（あおもり校・むつ校関係） 青森学習センター事務長 2010/4/1 無期限 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2002 青森学習センター 式典 八戸サテライトスペース開所式 八戸サテライトスペース開所式 青森学習センター事務長 2003/4/1 無期限 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2010 青森学習センター 式典 入学者のつどい 入学者のつどい（平成22年度） 青森学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2011 青森学習センター 式典 入学者のつどい 入学者のつどい（平成23年度） 青森学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2012 青森学習センター 式典 入学者のつどい 入学者のつどい（平成24年度） 青森学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2013 青森学習センター 式典 入学者のつどい 入学者のつどい（平成25年度） 青森学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2014 青森学習センター 式典 入学者のつどい 入学者のつどい（平成26年度） 青森学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2015 青森学習センター 式典 入学者のつどい 入学者のつどい（平成27年度） 青森学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2016 青森学習センター 式典 入学者のつどい 入学者のつどい（平成28年度） 青森学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2017 青森学習センター 式典 入学者のつどい 入学者のつどい（平成29年度） 青森学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2018 青森学習センター 式典 入学者のつどい 入学者のつどい（平成30年度） 青森学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2019 青森学習センター 式典 入学者のつどい 入学者のつどい（令和元年度） 青森学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2015 青森学習センター 人事 非常勤職員記録文書（時間雇用職員） 非常勤職員記録文書（時間雇用職員)（平成27年度） 青森学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2016 青森学習センター 人事 非常勤職員記録文書（時間雇用職員） 非常勤職員記録文書（時間雇用職員)（平成28年度） 青森学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2017 青森学習センター 人事 非常勤職員記録文書（時間雇用職員） 非常勤職員記録文書（時間雇用職員)（平成29年度） 青森学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2018 青森学習センター 人事 非常勤職員記録文書（時間雇用職員） 非常勤職員記録文書（時間雇用職員)（平成30年度） 青森学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2019 青森学習センター 人事 非常勤職員記録文書（時間雇用職員） 非常勤職員記録文書（時間雇用職員)（令和元年度） 青森学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2017 青森学習センター 諸会議 ブロック会議 ブロック会議　（平成29年度） 青森学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2018 青森学習センター 諸会議 ブロック会議 ブロック会議　（平成30年度） 青森学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2019 青森学習センター 諸会議 ブロック会議 ブロック会議　（令和元年度） 青森学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2017 青森学習センター 諸会議 所長会議 所長会議　（平成29年度） 青森学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2017 青森学習センター 諸会議 所長会議 所長会議　（平成30年度） 青森学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2019 青森学習センター 諸会議 所長会議 所長会議　（令和元年度） 青森学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2017 青森学習センター 諸会議 事務長会議 事務長会議　（平成29年度） 青森学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2018 青森学習センター 諸会議 事務長会議 事務長会議　（平成30年度） 青森学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
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措置結果
2019 青森学習センター 諸会議 事務長会議 事務長会議　（令和元年度） 青森学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2015 青森学習センター 広報 センターだより「林檎」 センターだより「林檎」（平成27年度） 青森学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2016 青森学習センター 広報 センターだより「林檎」 センターだより「林檎」（平成28年度） 青森学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2017 青森学習センター 広報 センターだより「林檎」 センターだより「林檎」（平成29年度） 青森学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2018 青森学習センター 広報 センターだより「林檎」 センターだより「林檎」（平成30年度） 青森学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2019 青森学習センター 広報 センターだより「林檎」 センターだより「林檎」（令和元年度） 青森学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2015 青森学習センター 広報 センター概要 センター概要（平成27年度） 青森学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2016 青森学習センター 広報 センター概要 センター概要（平成28年度） 青森学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2017 青森学習センター 広報 センター概要 センター概要（平成29年度） 青森学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2018 青森学習センター 広報 センター概要 センター概要（平成30年度） 青森学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2019 青森学習センター 広報 センター概要 センター概要（令和元年度） 青森学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2015 青森学習センター 広報 広報活動 広報活動（平成27年度） 青森学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2016 青森学習センター 広報 広報活動 広報活動（平成28年度） 青森学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2017 青森学習センター 広報 広報活動 広報活動（平成29年度） 青森学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2018 青森学習センター 広報 広報活動 広報活動（平成30年度） 青森学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2019 青森学習センター 広報 広報活動 広報活動（令和元年度） 青森学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2015 青森学習センター 広報 公開講演会 公開講演会（平成27年度） 青森学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2016 青森学習センター 広報 公開講演会 公開講演会（平成28年度） 青森学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2017 青森学習センター 広報 公開講演会 公開講演会（平成29年度） 青森学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2018 青森学習センター 広報 公開講演会 公開講演会（平成30年度） 青森学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2019 青森学習センター 広報 公開講演会 公開講演会（令和元年度） 青森学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2015 青森学習センター 庶務 利用の手引き 利用の手引き（平成27年度） 青森学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2016 青森学習センター 庶務 利用の手引き 利用の手引き（平成28年度） 青森学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2017 青森学習センター 庶務 利用の手引き 利用の手引き（平成29年度） 青森学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2018 青森学習センター 庶務 利用の手引き 利用の手引き（平成30年度） 青森学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2019 青森学習センター 庶務 利用の手引き 利用の手引き（令和元年度） 青森学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2015 青森学習センター 庶務 法人文書ファイル管理簿 法人文書ファイル管理簿（平成27年度） 青森学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2016 青森学習センター 庶務 法人文書ファイル管理簿 法人文書ファイル管理簿（平成28年度） 青森学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2017 青森学習センター 庶務 法人文書ファイル管理簿 法人文書ファイル管理簿（平成29年度） 青森学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2018 青森学習センター 庶務 法人文書ファイル管理簿 法人文書ファイル管理簿（平成30年度） 青森学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2019 青森学習センター 庶務 法人文書ファイル管理簿 法人文書ファイル管理簿（令和元年度） 青森学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2019 青森学習センター 庶務 学内通知等 学内通知等（令和元年度） 青森学習センター事務長 2020/4/1 1年 2021/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2010 青森学習センター 庶務 旅行・外勤関係 旅行・外勤関係（平成22年度） 青森学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2011 青森学習センター 庶務 旅行・外勤関係 旅行・外勤関係（平成23年度） 青森学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2012 青森学習センター 庶務 旅行・外勤関係 旅行・外勤関係（平成24年度） 青森学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2013 青森学習センター 庶務 旅行・外勤関係 旅行・外勤関係（平成25年度） 青森学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2014 青森学習センター 庶務 旅行・外勤関係 旅行・外勤関係（平成26年度） 青森学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2015 青森学習センター 庶務 旅行・外勤関係 旅行・外勤関係（平成27年度） 青森学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2016 青森学習センター 庶務 旅行・外勤関係 旅行・外勤関係（平成28年度） 青森学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2017 青森学習センター 庶務 旅行・外勤関係 旅行・外勤関係（平成29年度） 青森学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2018 青森学習センター 庶務 旅行・外勤関係 旅行・外勤関係（平成30年度） 青森学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2019 青森学習センター 庶務 旅行・外勤関係 旅行・外勤関係（令和元年度） 青森学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2015 青森学習センター 庶務 公印使用簿 公印使用簿（平成27年度） 青森学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2016 青森学習センター 庶務 公印使用簿 公印使用簿（平成28年度） 青森学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2017 青森学習センター 庶務 公印使用簿 公印使用簿（平成29年度） 青森学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2018 青森学習センター 庶務 公印使用簿 公印使用簿（平成30年度） 青森学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2019 青森学習センター 庶務 公印使用簿 公印使用簿（令和元年度） 青森学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2017 青森学習センター 職員 休暇簿 休暇簿　（平成29年度） 青森学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2018 青森学習センター 職員 休暇簿 休暇簿　（平成30年度） 青森学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2019 青森学習センター 職員 休暇簿 休暇簿　（令和元年度） 青森学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2017 青森学習センター 職員 出勤簿 出勤簿　（平成29年度） 青森学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2018 青森学習センター 職員 出勤簿 出勤簿　（平成30年度） 青森学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2019 青森学習センター 職員 出勤簿 出勤簿　（令和元年度） 青森学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2017 青森学習センター 職員 超過勤務命令簿 超過勤務命令簿（平成29年度） 青森学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2018 青森学習センター 職員 超過勤務命令簿 超過勤務命令簿（平成30年度） 青森学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2019 青森学習センター 職員 超過勤務命令簿 超過勤務命令簿（令和元年度） 青森学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2017 青森学習センター 職員 勤務状況報告書 勤務状況報告書（平成29年度） 青森学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2018 青森学習センター 職員 勤務状況報告書 勤務状況報告書（平成30年度） 青森学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2019 青森学習センター 職員 勤務状況報告書 勤務状況報告書（令和元年度） 青森学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2017 青森学習センター 職員 週休日及び勤務時間時間割振表 週休日及び勤務時間時間割振表（平成29年度） 青森学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2018 青森学習センター 職員 週休日及び勤務時間時間割振表 週休日及び勤務時間時間割振表（平成30年度） 青森学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2019 青森学習センター 職員 週休日及び勤務時間時間割振表 週休日及び勤務時間時間割振表（令和元年度） 青森学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2017 青森学習センター 職員 勤務時間割振変更願 勤務時間割振変更願（平成29年度） 青森学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2018 青森学習センター 職員 勤務時間割振変更願 勤務時間割振変更願（平成30年度） 青森学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2019 青森学習センター 職員 勤務時間割振変更願 勤務時間割振変更願（令和元年度） 青森学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2017 青森学習センター 職員 個人別振替休日処理状況票 個人別振替休日処理状況票（平成29年度） 青森学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2018 青森学習センター 職員 個人別振替休日処理状況票 個人別振替休日処理状況票（平成30年度） 青森学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2019 青森学習センター 職員 個人別振替休日処理状況票 個人別振替休日処理状況票（令和元年度） 青森学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2017 青森学習センター 職員 社会保険関係書類 社会保険関係書類（平成29年度） 青森学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄



157/374

大分類 中分類
備考作成・取得年度等

文書分類
小分類 法人文書ファイル名 作成・取得者 起算日 保存期間

保存期間満了
時期

媒体の種別 保存場所 管理者 管理担当係等
保存期間満了時の

措置結果
2018 青森学習センター 職員 社会保険関係書類 社会保険関係書類（平成30年度） 青森学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2019 青森学習センター 職員 社会保険関係書類 社会保険関係書類（令和元年度） 青森学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2015 青森学習センター 職員 職員の健康管理 職員の健康管理（平成27年度） 青森学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2016 青森学習センター 職員 職員の健康管理 職員の健康管理（平成28年度） 青森学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2017 青森学習センター 職員 職員の健康管理 職員の健康管理（平成29年度） 青森学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2018 青森学習センター 職員 職員の健康管理 職員の健康管理（平成30年度） 青森学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2019 青森学習センター 職員 職員の健康管理 職員の健康管理（令和元年度） 青森学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2011 青森学習センター 職員 諸手当関係 諸手当関係（平成23年度） 青森学習センター事務長 2012/4/1 3年（支給喪失から） 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2012 青森学習センター 職員 諸手当関係 諸手当関係（平成24年度） 青森学習センター事務長 2013/4/1 3年（支給喪失から） 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2013 青森学習センター 職員 諸手当関係 諸手当関係（平成25年度） 青森学習センター事務長 2014/4/1 3年（支給喪失から） 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2014 青森学習センター 職員 諸手当関係 諸手当関係（平成26年度） 青森学習センター事務長 2015/4/1 3年（支給喪失から） 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2015 青森学習センター 職員 諸手当関係 諸手当関係（平成27年度） 青森学習センター事務長 2016/4/1 3年（支給喪失から） 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2016 青森学習センター 職員 諸手当関係 諸手当関係（平成28年度） 青森学習センター事務長 2017/4/1 3年（支給喪失から） 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2017 青森学習センター 職員 諸手当関係 諸手当関係（平成29年度） 青森学習センター事務長 2018/4/1 3年（支給喪失から） 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2018 青森学習センター 職員 諸手当関係 諸手当関係（平成30年度） 青森学習センター事務長 2019/4/1 3年（支給喪失から） 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2019 青森学習センター 職員 諸手当関係 諸手当関係（令和元年度） 青森学習センター事務長 2020/4/1 3年（支給喪失から） 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2015 青森学習センター 面接授業 面接授業 面接授業（土日型・集中型、平成27年度） 青森学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2016 青森学習センター 面接授業 面接授業 面接授業（土日型・集中型、平成28年度） 青森学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2017 青森学習センター 面接授業 面接授業 面接授業（土日型・集中型、平成29年度） 青森学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2018 青森学習センター 面接授業 面接授業 面接授業（土日型・集中型、平成30年度） 青森学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2019 青森学習センター 面接授業 面接授業 面接授業（土日型・集中型、令和元年度） 青森学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2015 青森学習センター 教務関係 体育事業関係 体育事業関係（平成27年度） 青森学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2016 青森学習センター 教務関係 体育事業関係 体育事業関係（平成28年度） 青森学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2017 青森学習センター 教務関係 体育事業関係 体育事業関係（平成29年度） 青森学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2018 青森学習センター 教務関係 体育事業関係 体育事業関係（平成30年度） 青森学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2019 青森学習センター 教務関係 体育事業関係 体育事業関係（令和元年度） 青森学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2015 青森学習センター 教務関係 教員免許等講習関係 教員免許等講習関係（平成27年度） 青森学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2016 青森学習センター 教務関係 教員免許等講習関係 教員免許等講習関係（平成28年度） 青森学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2017 青森学習センター 教務関係 教員免許等講習関係 教員免許等講習関係（平成29年度） 青森学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2018 青森学習センター 教務関係 教員免許等講習関係 教員免許等講習関係（平成30年度） 青森学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2019 青森学習センター 教務関係 教員免許等講習関係 教員免許等講習関係（令和元年度） 青森学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2014 青森学習センター 教務関係 単位互換協定書等 単位互換協定書等（平成26年度） 青森学習センター事務長 2015/4/1 3年（失効後） 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2015 青森学習センター 教務関係 単位互換協定書等 単位互換協定書等（平成27年度） 青森学習センター事務長 2016/4/1 3年（失効後） 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2016 青森学習センター 教務関係 単位互換協定書等 単位互換協定書等（平成28年度） 青森学習センター事務長 2017/4/1 3年（失効後） 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2017 青森学習センター 教務関係 単位互換協定書等 単位互換協定書等（平成29年度） 青森学習センター事務長 2018/4/1 3年（失効後） 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2018 青森学習センター 教務関係 単位互換協定書等 単位互換協定書等（平成30年度） 青森学習センター事務長 2019/4/1 3年（失効後） 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2019 青森学習センター 教務関係 単位互換協定書等 単位互換協定書等（令和元年度） 青森学習センター事務長 2020/4/1 3年（失効後） 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2015 青森学習センター 教務関係 卒業研究関係 卒業研究関係（平成27年度） 青森学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2016 青森学習センター 教務関係 卒業研究関係 卒業研究関係（平成28年度） 青森学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2017 青森学習センター 教務関係 卒業研究関係 卒業研究関係（平成29年度） 青森学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2018 青森学習センター 教務関係 卒業研究関係 卒業研究関係（平成30年度） 青森学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2019 青森学習センター 教務関係 卒業研究関係 卒業研究関係（令和元年度） 青森学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2012 青森学習センター 教務関係 大学コンソーシアム 大学コンソーシアム（平成24年度） 青森学習センター事務長 2013/4/1 3年（失効後） 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2013 青森学習センター 教務関係 大学コンソーシアム 大学コンソーシアム（平成25年度） 青森学習センター事務長 2014/4/1 3年（失効後） 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2014 青森学習センター 教務関係 大学コンソーシアム 大学コンソーシアム（平成26年度） 青森学習センター事務長 2015/4/1 3年（失効後） 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2015 青森学習センター 教務関係 大学コンソーシアム 大学コンソーシアム（平成27年度） 青森学習センター事務長 2016/4/1 3年（失効後） 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2016 青森学習センター 教務関係 大学コンソーシアム 大学コンソーシアム（平成28年度） 青森学習センター事務長 2017/4/1 3年（失効後） 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2017 青森学習センター 教務関係 大学コンソーシアム 大学コンソーシアム（平成29年度） 青森学習センター事務長 2018/4/1 3年（失効後） 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2018 青森学習センター 教務関係 大学コンソーシアム 大学コンソーシアム（平成30年度） 青森学習センター事務長 2019/4/1 3年（失効後） 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2019 青森学習センター 教務関係 大学コンソーシアム 大学コンソーシアム（令和元年度） 青森学習センター事務長 2020/4/1 3年（失効後） 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2015 青森学習センター 教務関係 出願受付関係書類 出願受付関係書類（平成27年度） 青森学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2016 青森学習センター 教務関係 出願受付関係書類 出願受付関係書類（平成28年度） 青森学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2017 青森学習センター 教務関係 出願受付関係書類 出願受付関係書類（平成29年度） 青森学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2018 青森学習センター 教務関係 出願受付関係書類 出願受付関係書類（平成30年度） 青森学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2019 青森学習センター 教務関係 出願受付関係書類 出願受付関係書類（令和元年度） 青森学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2015 青森学習センター 教務関係 編入学・既修得単位認定書類 編入学・既修得単位認定書類（平成27年度） 青森学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2016 青森学習センター 教務関係 編入学・既修得単位認定書類 編入学・既修得単位認定書類（平成28年度） 青森学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2017 青森学習センター 教務関係 編入学・既修得単位認定書類 編入学・既修得単位認定書類（平成29年度） 青森学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2018 青森学習センター 教務関係 編入学・既修得単位認定書類 編入学・既修得単位認定書類（平成30年度） 青森学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2019 青森学習センター 教務関係 編入学・既修得単位認定書類 編入学・既修得単位認定書類（令和元年度） 青森学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2015 青森学習センター 教務関係 修学上の特別措置 修学上の特別措置（平成27年度） 青森学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2016 青森学習センター 教務関係 修学上の特別措置 修学上の特別措置（平成28年度） 青森学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2017 青森学習センター 教務関係 修学上の特別措置 修学上の特別措置（平成29年度） 青森学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2018 青森学習センター 教務関係 修学上の特別措置 修学上の特別措置（平成30年度） 青森学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2019 青森学習センター 教務関係 修学上の特別措置 修学上の特別措置（令和元年度） 青森学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2010 青森学習センター 学生関係 学生教育研究災害障害保険 学生教育研究災害障害保険（平成22年度） 青森学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2011 青森学習センター 学生関係 学生教育研究災害障害保険 学生教育研究災害障害保険（平成23年度） 青森学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2012 青森学習センター 学生関係 学生教育研究災害障害保険 学生教育研究災害障害保険（平成24年度） 青森学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2013 青森学習センター 学生関係 学生教育研究災害障害保険 学生教育研究災害障害保険（平成25年度） 青森学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
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2014 青森学習センター 学生関係 学生教育研究災害障害保険 学生教育研究災害障害保険（平成26年度） 青森学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2015 青森学習センター 学生関係 学生教育研究災害障害保険 学生教育研究災害障害保険（平成27年度） 青森学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2016 青森学習センター 学生関係 学生教育研究災害障害保険 学生教育研究災害障害保険（平成28年度） 青森学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2017 青森学習センター 学生関係 学生教育研究災害障害保険 学生教育研究災害障害保険（平成29年度） 青森学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2018 青森学習センター 学生関係 学生教育研究災害障害保険 学生教育研究災害障害保険（平成30年度） 青森学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2019 青森学習センター 学生関係 学生教育研究災害障害保険 学生教育研究災害障害保険（令和元年度） 青森学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2010 青森学習センター 学生関係 日本学生支援機構奨学生関係 日本学生支援機構奨学生関係（平成22年度） 青森学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2011 青森学習センター 学生関係 日本学生支援機構奨学生関係 日本学生支援機構奨学生関係（平成23年度） 青森学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2012 青森学習センター 学生関係 日本学生支援機構奨学生関係 日本学生支援機構奨学生関係（平成24年度） 青森学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2013 青森学習センター 学生関係 日本学生支援機構奨学生関係 日本学生支援機構奨学生関係（平成25年度） 青森学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2014 青森学習センター 学生関係 日本学生支援機構奨学生関係 日本学生支援機構奨学生関係（平成26年度） 青森学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2015 青森学習センター 学生関係 日本学生支援機構奨学生関係 日本学生支援機構奨学生関係（平成27年度） 青森学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2016 青森学習センター 学生関係 日本学生支援機構奨学生関係 日本学生支援機構奨学生関係（平成28年度） 青森学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2017 青森学習センター 学生関係 日本学生支援機構奨学生関係 日本学生支援機構奨学生関係（平成29年度） 青森学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2018 青森学習センター 学生関係 日本学生支援機構奨学生関係 日本学生支援機構奨学生関係（平成30年度） 青森学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2019 青森学習センター 学生関係 日本学生支援機構奨学生関係 日本学生支援機構奨学生関係（令和元年度） 青森学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2015 青森学習センター 学生関係 奨学金制度関係 奨学金制度関係（平成27年度） 青森学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2016 青森学習センター 学生関係 奨学金制度関係 奨学金制度関係（平成28年度） 青森学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2017 青森学習センター 学生関係 奨学金制度関係 奨学金制度関係（平成29年度） 青森学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2018 青森学習センター 学生関係 奨学金制度関係 奨学金制度関係（平成30年度） 青森学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2019 青森学習センター 学生関係 奨学金制度関係 奨学金制度関係（令和元年度） 青森学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2015 青森学習センター 学生関係 学生名簿・科目登録等台帳 学生名簿・科目登録等台帳（平成27年度） 青森学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2016 青森学習センター 学生関係 学生名簿・科目登録等台帳 学生名簿・科目登録等台帳（平成28年度） 青森学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2017 青森学習センター 学生関係 学生名簿・科目登録等台帳 学生名簿・科目登録等台帳（平成29年度） 青森学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2018 青森学習センター 学生関係 学生名簿・科目登録等台帳 学生名簿・科目登録等台帳（平成30年度） 青森学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2019 青森学習センター 学生関係 学生名簿・科目登録等台帳 学生名簿・科目登録等台帳（令和元年度） 青森学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2015 青森学習センター 学生関係 学生団体関係 学生団体関係（平成27年度） 青森学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2016 青森学習センター 学生関係 学生団体関係 学生団体関係（平成28年度） 青森学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2017 青森学習センター 学生関係 学生団体関係 学生団体関係（平成29年度） 青森学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2018 青森学習センター 学生関係 学生団体関係 学生団体関係（平成30年度） 青森学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2019 青森学習センター 学生関係 学生団体関係 学生団体関係（令和元年度） 青森学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2015 青森学習センター 学生関係 学生研修旅行 学生研修旅行（平成27年度） 青森学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2016 青森学習センター 学生関係 学生研修旅行 学生研修旅行（平成28年度） 青森学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2017 青森学習センター 学生関係 学生研修旅行 学生研修旅行（平成29年度） 青森学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2018 青森学習センター 学生関係 学生研修旅行 学生研修旅行（平成30年度） 青森学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2019 青森学習センター 学生関係 学生研修旅行 学生研修旅行（令和元年度） 青森学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2017 青森学習センター 証明書 各種証明書発行台帳 各種証明書発行台帳（平成29年度） 青森学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2018 青森学習センター 証明書 各種証明書発行台帳 各種証明書発行台帳（平成30年度） 青森学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2019 青森学習センター 証明書 各種証明書発行台帳 各種証明書発行台帳（令和元年度） 青森学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2017 青森学習センター 証明書 各種証明書交付願 各種証明書交付願（平成29年度） 青森学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2018 青森学習センター 証明書 各種証明書交付願 各種証明書交付願（平成30年度） 青森学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2019 青森学習センター 証明書 各種証明書交付願 各種証明書交付願（令和元年度） 青森学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2017 青森学習センター 証明書 学生旅客運賃割引証 学生旅客運賃割引証（平成29年度） 青森学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2018 青森学習センター 証明書 学生旅客運賃割引証 学生旅客運賃割引証（平成30年度） 青森学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2019 青森学習センター 証明書 学生旅客運賃割引証 学生旅客運賃割引証（令和元年度） 青森学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2015 青森学習センター 入試 大学院入学試験 大学院入学試験（平成27年度） 青森学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2016 青森学習センター 入試 大学院入学試験 大学院入学試験（平成28年度） 青森学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2017 青森学習センター 入試 大学院入学試験 大学院入学試験（平成29年度） 青森学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2018 青森学習センター 入試 大学院入学試験 大学院入学試験（平成30年度） 青森学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2019 青森学習センター 入試 大学院入学試験 大学院入学試験（令和元年度） 青森学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2015 青森学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験 単位認定試験（平成27年度１・2学期） 青森学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2016 青森学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験 単位認定試験（平成28年度１・2学期） 青森学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2017 青森学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験 単位認定試験（平成29年度１・2学期） 青森学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2018 青森学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験 単位認定試験（平成30年度１・2学期） 青森学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2019 青森学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験 単位認定試験（令和元年度１・2学期） 青森学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2017 青森学習センター 図書・視聴 文献複写申込書 文献複写申込書（平成29年） 青森学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2018 青森学習センター 図書・視聴 文献複写申込書 文献複写申込書（平成30年） 青森学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2019 青森学習センター 図書・視聴 文献複写申込書 文献複写申込書（令和元年） 青森学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2010 青森学習センター 会計 物品取得及び修繕（役務）請求書 物品取得及び修繕（役務）請求書（平成22年度） 青森学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2011 青森学習センター 会計 物品取得及び修繕（役務）請求書 物品取得及び修繕（役務）請求書（平成23年度） 青森学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2012 青森学習センター 会計 物品取得及び修繕（役務）請求書 物品取得及び修繕（役務）請求書（平成24年度） 青森学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2013 青森学習センター 会計 物品取得及び修繕（役務）請求書 物品取得及び修繕（役務）請求書（平成25年度） 青森学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2014 青森学習センター 会計 物品取得及び修繕（役務）請求書 物品取得及び修繕（役務）請求書（平成26年度） 青森学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2015 青森学習センター 会計 物品取得及び修繕（役務）請求書 物品取得及び修繕（役務）請求書（平成27年度） 青森学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2016 青森学習センター 会計 物品取得及び修繕（役務）請求書 物品取得及び修繕（役務）請求書（平成28年度） 青森学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2017 青森学習センター 会計 物品取得及び修繕（役務）請求書 物品取得及び修繕（役務）請求書（平成29年度） 青森学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2018 青森学習センター 会計 物品取得及び修繕（役務）請求書 物品取得及び修繕（役務）請求書（平成30年度） 青森学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2019 青森学習センター 会計 物品取得及び修繕（役務）請求書 物品取得及び修繕（役務）請求書（令和元年度） 青森学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2010 青森学習センター 会計 現金出納簿 現金出納簿（平成22年度） 青森学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
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2011 青森学習センター 会計 現金出納簿 現金出納簿（平成23年度） 青森学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2012 青森学習センター 会計 現金出納簿 現金出納簿（平成24年度） 青森学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2013 青森学習センター 会計 現金出納簿 現金出納簿（平成25年度） 青森学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2014 青森学習センター 会計 現金出納簿 現金出納簿（平成26年度） 青森学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2015 青森学習センター 会計 現金出納簿 現金出納簿（平成27年度） 青森学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2016 青森学習センター 会計 現金出納簿 現金出納簿（平成28年度） 青森学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2017 青森学習センター 会計 現金出納簿 現金出納簿（平成29年度） 青森学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2018 青森学習センター 会計 現金出納簿 現金出納簿（平成30年度） 青森学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2019 青森学習センター 会計 現金出納簿 現金出納簿（令和元年度） 青森学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2010 青森学習センター 会計 出納員・現金払込 出納員・現金払込（平成22年度） 青森学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2011 青森学習センター 会計 出納員・現金払込 出納員・現金払込（平成23年度） 青森学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2012 青森学習センター 会計 出納員・現金払込 出納員・現金払込（平成24年度） 青森学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2013 青森学習センター 会計 出納員・現金払込 出納員・現金払込（平成25年度） 青森学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2014 青森学習センター 会計 出納員・現金払込 出納員・現金払込（平成26年度） 青森学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2015 青森学習センター 会計 出納員・現金払込 出納員・現金払込（平成27年度） 青森学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2016 青森学習センター 会計 出納員・現金払込 出納員・現金払込（平成28年度） 青森学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2017 青森学習センター 会計 出納員・現金払込 出納員・現金払込（平成29年度） 青森学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2018 青森学習センター 会計 出納員・現金払込 出納員・現金払込（平成30年度） 青森学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2019 青森学習センター 会計 出納員・現金払込 出納員・現金払込（令和元年度） 青森学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2010 青森学習センター 会計 前渡資金精算書 前渡資金精算書（平成22年度） 青森学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2011 青森学習センター 会計 前渡資金精算書 前渡資金精算書（平成23年度） 青森学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2012 青森学習センター 会計 前渡資金精算書 前渡資金精算書（平成24年度） 青森学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2013 青森学習センター 会計 前渡資金精算書 前渡資金精算書（平成25年度） 青森学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2014 青森学習センター 会計 前渡資金精算書 前渡資金精算書（平成26年度） 青森学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2015 青森学習センター 会計 前渡資金精算書 前渡資金精算書（平成27年度） 青森学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2018 青森学習センター 会計 前渡資金精算書 前渡資金精算書（平成30年度） 青森学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2010 青森学習センター 会計 前渡資金要求書 前渡資金要求書（平成22年度） 青森学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2011 青森学習センター 会計 前渡資金要求書 前渡資金要求書（平成23年度） 青森学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2012 青森学習センター 会計 前渡資金要求書 前渡資金要求書（平成24年度） 青森学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2013 青森学習センター 会計 前渡資金要求書 前渡資金要求書（平成25年度） 青森学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2014 青森学習センター 会計 前渡資金要求書 前渡資金要求書（平成26年度） 青森学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2015 青森学習センター 会計 前渡資金要求書 前渡資金要求書（平成27年度） 青森学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2018 青森学習センター 会計 前渡資金要求書 前渡資金要求書（平成30年度） 青森学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2010 青森学習センター 会計 前渡資金出納簿 前渡資金出納簿（平成22年度） 青森学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2011 青森学習センター 会計 前渡資金出納簿 前渡資金出納簿（平成23年度） 青森学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2012 青森学習センター 会計 前渡資金出納簿 前渡資金出納簿（平成24年度） 青森学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2013 青森学習センター 会計 前渡資金出納簿 前渡資金出納簿（平成25年度） 青森学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2014 青森学習センター 会計 前渡資金出納簿 前渡資金出納簿（平成26年度） 青森学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2015 青森学習センター 会計 前渡資金出納簿 前渡資金出納簿（平成27年度） 青森学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2016 青森学習センター 会計 前渡資金出納簿 前渡資金出納簿（平成28年度） 青森学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2017 青森学習センター 会計 前渡資金出納簿 前渡資金出納簿（平成29年度） 青森学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2018 青森学習センター 会計 前渡資金出納簿 前渡資金出納簿（平成30年度） 青森学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2019 青森学習センター 会計 前渡資金出納簿 前渡資金出納簿（令和元年度） 青森学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2010 青森学習センター 会計 予算示達書 予算示達書（平成22年度） 青森学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2011 青森学習センター 会計 予算示達書 予算示達書（平成23年度） 青森学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2012 青森学習センター 会計 予算示達書 予算示達書（平成24年度） 青森学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2013 青森学習センター 会計 予算示達書 予算示達書（平成25年度） 青森学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2014 青森学習センター 会計 予算示達書 予算示達書（平成26年度） 青森学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2015 青森学習センター 会計 予算示達書 予算示達書（平成27年度） 青森学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2016 青森学習センター 会計 予算示達書 予算示達書（平成28年度） 青森学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2017 青森学習センター 会計 予算示達書 予算示達書（平成29年度） 青森学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2018 青森学習センター 会計 予算示達書 予算示達書（平成30年度） 青森学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2019 青森学習センター 会計 予算示達書 予算示達書（令和元年度） 青森学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2010 青森学習センター 会計 予算執行計画書 予算執行計画書（平成22年度） 青森学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2011 青森学習センター 会計 予算執行計画書 予算執行計画書（平成23年度） 青森学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2012 青森学習センター 会計 予算執行計画書 予算執行計画書（平成24年度） 青森学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2013 青森学習センター 会計 予算執行計画書 予算執行計画書（平成25年度） 青森学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2014 青森学習センター 会計 予算執行計画書 予算執行計画書（平成26年度） 青森学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2015 青森学習センター 会計 予算執行計画書 予算執行計画書（平成27年度） 青森学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2016 青森学習センター 会計 予算執行計画書 予算執行計画書（平成28年度） 青森学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2017 青森学習センター 会計 予算執行計画書 予算執行計画書（平成29年度） 青森学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2018 青森学習センター 会計 予算執行計画書 予算執行計画書（平成30年度） 青森学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2019 青森学習センター 会計 予算執行計画書 予算執行計画書（令和元年度） 青森学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2010 青森学習センター 会計 年間契約関係 年間契約関係（平成22年度） 青森学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2011 青森学習センター 会計 年間契約関係 年間契約関係（平成23年度） 青森学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2012 青森学習センター 会計 年間契約関係 年間契約関係（平成24年度） 青森学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2013 青森学習センター 会計 年間契約関係 年間契約関係（平成25年度） 青森学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2014 青森学習センター 会計 年間契約関係 年間契約関係（平成26年度） 青森学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2015 青森学習センター 会計 年間契約関係 年間契約関係（平成27年度） 青森学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
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2016 青森学習センター 会計 年間契約関係 年間契約関係（平成28年度） 青森学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2017 青森学習センター 会計 年間契約関係 年間契約関係（平成29年度） 青森学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2018 青森学習センター 会計 年間契約関係 年間契約関係（平成30年度） 青森学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2019 青森学習センター 会計 年間契約関係 年間契約関係（令和元年度） 青森学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2010 青森学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等受払簿（平成22年度） 青森学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2011 青森学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等受払簿（平成23年度） 青森学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2012 青森学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等受払簿（平成24年度） 青森学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2013 青森学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等受払簿（平成25年度） 青森学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2014 青森学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等受払簿（平成26年度） 青森学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2015 青森学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等受払簿（平成27年度） 青森学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2016 青森学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等受払簿（平成28年度） 青森学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2017 青森学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等受払簿（平成29年度） 青森学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2018 青森学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等受払簿（平成30年度） 青森学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2019 青森学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等受払簿（令和元年度） 青森学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2010 青森学習センター 会計 タクシーチケット受払簿 タクシーチケット受払簿（平成22年度） 青森学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2011 青森学習センター 会計 タクシーチケット受払簿 タクシーチケット受払簿（平成23年度） 青森学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2012 青森学習センター 会計 タクシーチケット受払簿 タクシーチケット受払簿（平成24年度） 青森学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2013 青森学習センター 会計 タクシーチケット受払簿 タクシーチケット受払簿（平成25年度） 青森学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2014 青森学習センター 会計 タクシーチケット受払簿 タクシーチケット受払簿（平成26年度） 青森学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2015 青森学習センター 会計 タクシーチケット受払簿 タクシーチケット受払簿（平成27年度） 青森学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2016 青森学習センター 会計 タクシーチケット受払簿 タクシーチケット受払簿（平成28年度） 青森学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2017 青森学習センター 会計 タクシーチケット受払簿 タクシーチケット受払簿（平成29年度） 青森学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2018 青森学習センター 会計 タクシーチケット受払簿 タクシーチケット受払簿（平成30年度） 青森学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2019 青森学習センター 会計 タクシーチケット受払簿 タクシーチケット受払簿（令和元年度） 青森学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2017 青森学習センター 会計 清掃・警備等報告書 清掃・警備等報告書　（平成29年度） 青森学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2018 青森学習センター 会計 清掃・警備等報告書 清掃・警備等報告書　（平成30年度） 青森学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2019 青森学習センター 会計 清掃・警備等報告書 清掃・警備等報告書　（令和元年度） 青森学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 青森学習センター 青森学習センター事務長 廃棄
2010 岩手学習センター 式典 学位記授与式 学位授与式（平成２２年度） 岩手学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2011 岩手学習センター 式典 学位記授与式 学位授与式（平成２３年度） 岩手学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2012 岩手学習センター 式典 学位記授与式 学位授与式（平成２４年度） 岩手学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2013 岩手学習センター 式典 学位記授与式 学位授与式（平成２５年度） 岩手学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2014 岩手学習センター 式典 学位記授与式 学位授与式（平成２６年度） 岩手学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2015 岩手学習センター 式典 学位記授与式 学位授与式（平成２７年度） 岩手学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2016 岩手学習センター 式典 学位記授与式 学位授与式（平成２８年度） 岩手学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2017 岩手学習センター 式典 学位記授与式 学位授与式（平成２９年度） 岩手学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2018 岩手学習センター 式典 学位記授与式 学位授与式（平成３０年度） 岩手学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2010 岩手学習センター 式典 入学者の集い 入学者の集い（平成２２年度） 岩手学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2011 岩手学習センター 式典 入学者の集い 入学者の集い（平成２３年度） 岩手学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2012 岩手学習センター 式典 入学者の集い 入学者の集い（平成２４年度） 岩手学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2013 岩手学習センター 式典 入学者の集い 入学者の集い（平成２５年度） 岩手学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2014 岩手学習センター 式典 入学者の集い 入学者の集い（平成２６年度） 岩手学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2015 岩手学習センター 式典 入学者の集い 入学者の集い（平成２７年度） 岩手学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2016 岩手学習センター 式典 入学者の集い 入学者の集い（平成２８年度） 岩手学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2017 岩手学習センター 式典 入学者の集い 入学者の集い（平成２９年度） 岩手学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2018 岩手学習センター 式典 入学者の集い 入学者の集い（平成３０年度） 岩手学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2019 岩手学習センター 式典 学位記授与式・入学者の集い 学位記授与式・入学者の集い（令和元年度） 岩手学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2015 岩手学習センター 人事 身上調書 身上調書（平成２７年） 岩手学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2016 岩手学習センター 人事 身上調書 身上調書（平成２８年） 岩手学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2017 岩手学習センター 人事 身上調書 身上調書（平成２９年） 岩手学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2018 岩手学習センター 人事 身上調書 身上調書（平成３０年） 岩手学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2019 岩手学習センター 人事 身上調書 身上調書（令和元年） 岩手学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2015 岩手学習センター 人事 職員任免関係書類 職員任免関係書類（平成２７年） 岩手学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2016 岩手学習センター 人事 職員任免関係書類 職員任免関係書類（平成２８年） 岩手学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2017 岩手学習センター 人事 職員任免関係書類 職員任免関係書類（平成２９年） 岩手学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2018 岩手学習センター 人事 職員任免関係書類 職員任免関係書類（平成３０年） 岩手学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2019 岩手学習センター 人事 職員任免関係書類 職員任免関係書類（令和元年） 岩手学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2019 岩手学習センター 人事 研修関係 研修関係（令和元年度） 岩手学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2019 岩手学習センター 諸会議 所長会議・事務長会議 所長会議・事務長会議（令和元年度） 岩手学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2019 岩手学習センター 諸会議 ブロック会議 ブロック会議（令和元年度） 岩手学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2015 岩手学習センター 広報 機関紙「イーハトーブ」 機関紙「イーハトーブ」（平成２７年度） 岩手学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2016 岩手学習センター 広報 機関紙「イーハトーブ」 機関紙「イーハトーブ」（平成２８年度） 岩手学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2017 岩手学習センター 広報 機関紙「イーハトーブ」 機関紙「イーハトーブ」（平成２９年度） 岩手学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2018 岩手学習センター 広報 機関紙「イーハトーブ」 機関紙「イーハトーブ」（平成３０年度） 岩手学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2019 岩手学習センター 広報 機関紙「イーハトーブ」 機関紙「イーハトーブ」（令和元年度） 岩手学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2015 岩手学習センター 広報 広報活動 広報活動（平成２７年） 岩手学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2016 岩手学習センター 広報 広報活動 広報活動（平成２８年） 岩手学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2017 岩手学習センター 広報 広報活動 広報活動（平成２９年） 岩手学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2018 岩手学習センター 広報 広報活動 広報活動（平成３０年） 岩手学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2019 岩手学習センター 広報 広報活動 広報活動（令和元年） 岩手学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
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2015 岩手学習センター 広報 学生募集 学生募集（２７－１） 岩手学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2015 岩手学習センター 広報 学生募集 学生募集（２７－２） 岩手学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2016 岩手学習センター 広報 学生募集 学生募集（２８－１） 岩手学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2016 岩手学習センター 広報 学生募集 学生募集（２８－２） 岩手学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2017 岩手学習センター 広報 学生募集 学生募集（２９－１） 岩手学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2017 岩手学習センター 広報 学生募集 学生募集（２９－２） 岩手学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2018 岩手学習センター 広報 学生募集 学生募集（３０－１） 岩手学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2018 岩手学習センター 広報 学生募集 学生募集（３０－２） 岩手学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2019 岩手学習センター 広報 学生募集 学生募集（Ｒ１－１） 岩手学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2019 岩手学習センター 広報 学生募集 学生募集（Ｒ１－２） 岩手学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2015 岩手学習センター 広報 広報一般 広報一般（２７－１） 岩手学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2015 岩手学習センター 広報 広報一般 広報一般（２７－２） 岩手学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2016 岩手学習センター 広報 広報一般 広報一般（２８－１） 岩手学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2016 岩手学習センター 広報 広報一般 広報一般（２８－２） 岩手学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2017 岩手学習センター 広報 広報一般 広報一般（２９－１） 岩手学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2017 岩手学習センター 広報 広報一般 広報一般（２９－２） 岩手学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2018 岩手学習センター 広報 広報一般 広報一般（３０－１） 岩手学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2018 岩手学習センター 広報 広報一般 広報一般（３０－２） 岩手学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2019 岩手学習センター 広報 広報一般 広報一般（Ｒ１－１） 岩手学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2019 岩手学習センター 広報 広報一般 広報一般（Ｒ１－２） 岩手学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2019 岩手学習センター 広報 公開講演会 公開講演会（令和元年度） 岩手学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2015 岩手学習センター 庶務 学習センター利用の手引き 学習センター利用の手引き（平成２７年度） 岩手学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2016 岩手学習センター 庶務 学習センター利用の手引き 学習センター利用の手引き（平成２８年度） 岩手学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2017 岩手学習センター 庶務 学習センター利用の手引き 学習センター利用の手引き（平成２９年度） 岩手学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2018 岩手学習センター 庶務 学習センター利用の手引き 学習センター利用の手引き（平成３０年度） 岩手学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2019 岩手学習センター 庶務 学習センター利用の手引き 学習センター利用の手引き（令和元年度） 岩手学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2010 岩手学習センター 庶務 旅行命令簿 旅行命令簿（平成２２年） 岩手学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2011 岩手学習センター 庶務 旅行命令簿 旅行命令簿（平成２３年） 岩手学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2012 岩手学習センター 庶務 旅行命令簿 旅行命令簿（平成２４年） 岩手学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2013 岩手学習センター 庶務 旅行命令簿 旅行命令簿（平成２５年） 岩手学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2014 岩手学習センター 庶務 旅行命令簿 旅行命令簿（平成２６年） 岩手学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2015 岩手学習センター 庶務 旅行命令簿 旅行命令簿（平成２７年） 岩手学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2016 岩手学習センター 庶務 旅行命令簿 旅行命令簿（平成２８年） 岩手学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2017 岩手学習センター 庶務 旅行命令簿 旅行命令簿（平成２９年） 岩手学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2018 岩手学習センター 庶務 旅行命令簿 旅行命令簿（平成３０年） 岩手学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2010 岩手学習センター 庶務 出張復命書 出張復命書（平成２２年） 岩手学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2011 岩手学習センター 庶務 出張復命書 出張復命書（平成２３年） 岩手学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2012 岩手学習センター 庶務 出張復命書 出張復命書（平成２４年） 岩手学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2013 岩手学習センター 庶務 出張復命書 出張復命書（平成２５年） 岩手学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2014 岩手学習センター 庶務 出張復命書 出張復命書（平成２６年） 岩手学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2015 岩手学習センター 庶務 出張復命書 出張復命書（平成２７年） 岩手学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2016 岩手学習センター 庶務 出張復命書 出張復命書（平成２８年） 岩手学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2017 岩手学習センター 庶務 出張復命書 出張復命書（平成２９年） 岩手学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2018 岩手学習センター 庶務 出張復命書 出張復命書（平成３０年） 岩手学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2019 岩手学習センター 庶務 出張・外勤交通費関係 出張・外勤交通費関係（令和元年） 岩手学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2015 岩手学習センター 庶務 文書処理簿 文書処理簿（平成２７年） 岩手学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2016 岩手学習センター 庶務 文書処理簿 文書処理簿（平成２８年） 岩手学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2017 岩手学習センター 庶務 文書処理簿 文書処理簿（平成２９年） 岩手学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2018 岩手学習センター 庶務 文書処理簿 文書処理簿（平成３０年） 岩手学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2019 岩手学習センター 庶務 文書処理簿 文書処理簿（令和元年） 岩手学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2019 岩手学習センター 庶務 学内通知等 学内通知等（令和元年） 岩手学習センター事務長 2020/4/1 1年 2021/3/31 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2017 岩手学習センター 職員 休暇簿 年次有給用 休暇簿（平成２９年度）年次有給用 岩手学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2018 岩手学習センター 職員 休暇簿 年次有給用 休暇簿（平成３０年度）年次有給用 岩手学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2019 岩手学習センター 職員 休暇簿 年次有給用 休暇簿（令和元年度）年次有給用 岩手学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2017 岩手学習センター 職員 休暇簿 病気・特別用 休暇簿（平成２９年度）病気・特別用 岩手学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2018 岩手学習センター 職員 休暇簿 病気・特別用 休暇簿（平成３０年度）病気・特別用 岩手学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2019 岩手学習センター 職員 休暇簿 病気・特別用 休暇簿（令和元年度）病気・特別用 岩手学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2017 岩手学習センター 職員 勤務状況報告書 勤務状況報告書（平成２９年度） 岩手学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2018 岩手学習センター 職員 勤務状況報告書 勤務状況報告書（平成３０年度） 岩手学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2019 岩手学習センター 職員 勤務状況報告書 勤務状況報告書（令和元年度） 岩手学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2017 岩手学習センター 職員 週休日及び勤務時間割振 週休日及び勤務時間割振（平成２９年） 岩手学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2018 岩手学習センター 職員 週休日及び勤務時間割振 週休日及び勤務時間割振（平成３０年） 岩手学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2019 岩手学習センター 職員 週休日及び勤務時間割振 週休日及び勤務時間割振（令和元年） 岩手学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2017 岩手学習センター 職員 出勤簿 出勤簿（平成２９年度） 岩手学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2018 岩手学習センター 職員 出勤簿 出勤簿（平成３０年度） 岩手学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2019 岩手学習センター 職員 出勤簿 出勤簿（令和元年度） 岩手学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2017 岩手学習センター 職員 出勤簿　面接授業用 出勤簿（平成２９年度）面接授業用 岩手学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2018 岩手学習センター 職員 出勤簿　面接授業用 出勤簿（平成３０年度）面接授業用 岩手学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2019 岩手学習センター 職員 出勤簿　面接授業用 出勤簿（令和元年度）面接授業用 岩手学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
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2013 岩手学習センター 職員 住居手当 住居手当（平成２５年） 岩手学習センター事務長 2014/4/1 3年（支給喪失から） 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2014 岩手学習センター 職員 住居手当 住居手当（平成２６年） 岩手学習センター事務長 2015/4/1 3年（支給喪失から） 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2015 岩手学習センター 職員 住居手当 住居手当（平成２７年） 岩手学習センター事務長 2016/4/1 3年（支給喪失から） 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2016 岩手学習センター 職員 住居手当 住居手当（平成２８年） 岩手学習センター事務長 2017/4/1 3年（支給喪失から） 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2017 岩手学習センター 職員 住居手当 住居手当（平成２９年） 岩手学習センター事務長 2018/4/1 3年（支給喪失から） 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2018 岩手学習センター 職員 住居手当 住居手当（平成３０年） 岩手学習センター事務長 2019/4/1 3年（支給喪失から） 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2019 岩手学習センター 職員 住居手当 住居手当（令和元年） 岩手学習センター事務長 2020/4/1 3年（支給喪失から） 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2012 岩手学習センター 職員 通勤手当 通勤手当（平成２４年） 岩手学習センター事務長 2013/4/1 3年（支給喪失から） 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2013 岩手学習センター 職員 通勤手当 通勤手当（平成２５年） 岩手学習センター事務長 2014/4/1 3年（支給喪失から） 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2014 岩手学習センター 職員 通勤手当 通勤手当（平成２６年） 岩手学習センター事務長 2015/4/1 3年（支給喪失から） 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2015 岩手学習センター 職員 通勤手当 通勤手当（平成２７年） 岩手学習センター事務長 2016/4/1 3年（支給喪失から） 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2016 岩手学習センター 職員 通勤手当 通勤手当（平成２８年） 岩手学習センター事務長 2017/4/1 3年（支給喪失から） 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2017 岩手学習センター 職員 通勤手当 通勤手当（平成２９年） 岩手学習センター事務長 2018/4/1 3年（支給喪失から） 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2018 岩手学習センター 職員 通勤手当 通勤手当（平成３０年） 岩手学習センター事務長 2019/4/1 3年（支給喪失から） 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2019 岩手学習センター 職員 通勤手当 通勤手当（令和元年） 岩手学習センター事務長 2020/4/1 3年（支給喪失から） 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2012 岩手学習センター 職員 扶養手当 扶養手当（平成２４年） 岩手学習センター事務長 2013/4/1 3年（支給喪失から） 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2013 岩手学習センター 職員 扶養手当 扶養手当（平成２５年） 岩手学習センター事務長 2014/4/1 3年（支給喪失から） 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2014 岩手学習センター 職員 扶養手当 扶養手当（平成２６年） 岩手学習センター事務長 2015/4/1 3年（支給喪失から） 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2015 岩手学習センター 職員 扶養手当 扶養手当（平成２７年） 岩手学習センター事務長 2016/4/1 3年（支給喪失から） 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2016 岩手学習センター 職員 扶養手当 扶養手当（平成２８年） 岩手学習センター事務長 2017/4/1 3年（支給喪失から） 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2017 岩手学習センター 職員 扶養手当 扶養手当（平成２９年） 岩手学習センター事務長 2018/4/1 3年（支給喪失から） 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2018 岩手学習センター 職員 扶養手当 扶養手当（平成３０年） 岩手学習センター事務長 2019/4/1 3年（支給喪失から） 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2019 岩手学習センター 職員 扶養手当 扶養手当（令和元年） 岩手学習センター事務長 2020/4/1 3年（支給喪失から） 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2019 岩手学習センター 職員 兼業関係 兼業関係（令和元年度） 岩手学習センター事務長 2020/4/1 3年（兼業終了後） 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2015 岩手学習センター 職員 健康診断関係書類 健康診断関係書類（平成２７年） 岩手学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2016 岩手学習センター 職員 健康診断関係書類 健康診断関係書類（平成２８年） 岩手学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2017 岩手学習センター 職員 健康診断関係書類 健康診断関係書類（平成２９年） 岩手学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2018 岩手学習センター 職員 健康診断関係書類 健康診断関係書類（平成３０年） 岩手学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2019 岩手学習センター 職員 健康診断関係書類 健康診断関係書類（令和元年） 岩手学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2015 岩手学習センター 面接授業 面接授業 面接授業（平成２７年） 岩手学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2016 岩手学習センター 面接授業 面接授業 面接授業（平成２８年） 岩手学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2017 岩手学習センター 面接授業 面接授業 面接授業（平成２９年） 岩手学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2018 岩手学習センター 面接授業 面接授業 面接授業（平成３０年） 岩手学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2019 岩手学習センター 面接授業 面接授業 面接授業（令和元年） 岩手学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2019 岩手学習センター 教務関係 教員免許等講習関係 教員免許等講習関係（令和元年度） 岩手学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2019 岩手学習センター 教務関係 夏季集中科目関係 夏季集中科目関係（令和元年度） 岩手学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2019 岩手学習センター 教務関係 ゼミ（課外授業） ゼミ（課外授業）（令和元年度） 岩手学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2019 岩手学習センター 教務関係 既修得単位認定関係 既修得単位認定関係（令和元年度） 岩手学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2019 岩手学習センター 教務関係 修学上の特別措置 修学上の特別措置（令和元年度） 岩手学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2019 岩手学習センター 教務関係 学習相談 学習相談（令和元年度） 岩手学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2010 岩手学習センター 学生関係 奨学金関係 奨学金関係（平成２２年度） 岩手学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2011 岩手学習センター 学生関係 奨学金関係 奨学金関係（平成２３年度） 岩手学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2012 岩手学習センター 学生関係 奨学金関係 奨学金関係（平成２４年度） 岩手学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2013 岩手学習センター 学生関係 奨学金関係 奨学金関係（平成２５年度） 岩手学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2014 岩手学習センター 学生関係 奨学金関係 奨学金関係（平成２６年度） 岩手学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2015 岩手学習センター 学生関係 奨学金関係 奨学金関係（平成２７年度） 岩手学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2016 岩手学習センター 学生関係 奨学金関係 奨学金関係（平成２８年度） 岩手学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2017 岩手学習センター 学生関係 奨学金関係 奨学金関係（平成２９年度） 岩手学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2018 岩手学習センター 学生関係 奨学金関係 奨学金関係（平成３０年度） 岩手学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2019 岩手学習センター 学生関係 奨学金関係 奨学金関係（令和元年度） 岩手学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2019 岩手学習センター 学生関係 学生教育研究災害障害保険 学生教育研究災害障害保険（令和元年度） 岩手学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2015 岩手学習センター 学生関係 学生団体手続き 学生団体手続き（平成２７年度） 岩手学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2016 岩手学習センター 学生関係 学生団体手続き 学生団体手続き（平成２８年度） 岩手学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2017 岩手学習センター 学生関係 学生団体手続き 学生団体手続き（平成２９年度） 岩手学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2018 岩手学習センター 学生関係 学生団体手続き 学生団体手続き（平成３０年度） 岩手学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2019 岩手学習センター 学生関係 学生団体手続き 学生団体手続き（令和元年度） 岩手学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2015 岩手学習センター 学生関係 学生特別経費関係 学生特別経費関係（平成２７年度） 岩手学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2016 岩手学習センター 学生関係 学生特別経費関係 学生特別経費関係（平成２８年度） 岩手学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2017 岩手学習センター 学生関係 学生特別経費関係 学生特別経費関係（平成２９年度） 岩手学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2018 岩手学習センター 学生関係 学生特別経費関係 学生特別経費関係（平成３０年度） 岩手学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2019 岩手学習センター 学生関係 学生特別経費関係 学生特別経費関係（令和元年度） 岩手学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2019 岩手学習センター 学生関係 学籍関係 学籍関係（令和元年度） 岩手学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2015 岩手学習センター 証明書 各種証明書・交付願 各種証明書・交付願（平成２７年度） 岩手学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2016 岩手学習センター 証明書 各種証明書・交付願 各種証明書・交付願（平成２８年度） 岩手学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2017 岩手学習センター 証明書 各種証明書・交付願 各種証明書・交付願（平成２９年度） 岩手学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2018 岩手学習センター 証明書 各種証明書・交付願 各種証明書・交付願（平成３０年度） 岩手学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2019 岩手学習センター 証明書 各種証明書・交付願 各種証明書・交付願（令和元年度） 岩手学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2015 岩手学習センター 証明書 各種証明書発行台帳 各種証明書発行台帳（平成２７年度） 岩手学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2016 岩手学習センター 証明書 各種証明書発行台帳 各種証明書発行台帳（平成２８年度） 岩手学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
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2017 岩手学習センター 証明書 各種証明書発行台帳 各種証明書発行台帳（平成２９年度） 岩手学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2018 岩手学習センター 証明書 各種証明書発行台帳 各種証明書発行台帳（平成３０年度） 岩手学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2019 岩手学習センター 証明書 各種証明書発行台帳 各種証明書発行台帳（令和元年度） 岩手学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2017 岩手学習センター 証明書 学生旅客運賃割引書 学生旅客運賃割引書（平成２９年度） 岩手学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2018 岩手学習センター 証明書 学生旅客運賃割引書 学生旅客運賃割引書（平成３０年度） 岩手学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2019 岩手学習センター 証明書 学生旅客運賃割引書 学生旅客運賃割引書（令和元年度） 岩手学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2015 岩手学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験 単位認定試験（平成２７年度） 岩手学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2016 岩手学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験 単位認定試験（平成２８年度） 岩手学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2017 岩手学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験 単位認定試験（平成２９年度） 岩手学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2018 岩手学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験 単位認定試験（平成３０年度） 岩手学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2019 岩手学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験 単位認定試験（令和元年度） 岩手学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2015 岩手学習センター 図書・視聴 センター外視聴関係 センター外視聴関係（２７年度） 岩手学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2016 岩手学習センター 図書・視聴 センター外視聴関係 センター外視聴関係（２８年度） 岩手学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2017 岩手学習センター 図書・視聴 センター外視聴関係 センター外視聴関係（２９年度） 岩手学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2018 岩手学習センター 図書・視聴 センター外視聴関係 センター外視聴関係（３０年度） 岩手学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2019 岩手学習センター 図書・視聴 センター外視聴関係 センター外視聴関係（令和元年度） 岩手学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2019 岩手学習センター 図書・視聴 図書室等利用統計 図書室等利用統計（令和元年度） 岩手学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2019 岩手学習センター 図書・視聴 文献複写 文献複写（令和元年度） 岩手学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2010 岩手学習センター 会計 前渡資金出納簿 前渡資金出納簿（平成２２年度） 岩手学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2011 岩手学習センター 会計 前渡資金出納簿 前渡資金出納簿（平成２３年度） 岩手学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2012 岩手学習センター 会計 前渡資金出納簿 前渡資金出納簿（平成２４年度） 岩手学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2013 岩手学習センター 会計 前渡資金出納簿 前渡資金出納簿（平成２５年度） 岩手学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2014 岩手学習センター 会計 前渡資金出納簿 前渡資金出納簿（平成２６年度） 岩手学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2015 岩手学習センター 会計 前渡資金出納簿 前渡資金出納簿（平成２７年度） 岩手学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2016 岩手学習センター 会計 前渡資金出納簿 前渡資金出納簿（平成２８年度） 岩手学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2017 岩手学習センター 会計 前渡資金出納簿 前渡資金出納簿（平成２９年度） 岩手学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2018 岩手学習センター 会計 前渡資金出納簿 前渡資金出納簿（平成３０年度） 岩手学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2019 岩手学習センター 会計 前渡資金出納簿 前渡資金出納簿（令和元年度） 岩手学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2010 岩手学習センター 会計 前渡資金精算書，済報告書，支払伝票 前渡資金精算書，済報告書，支払伝票（平成２２年度） 岩手学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2011 岩手学習センター 会計 前渡資金精算書，済報告書，支払伝票 前渡資金精算書，済報告書，支払伝票（平成２３年度） 岩手学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2012 岩手学習センター 会計 前渡資金精算書・振替伝票・要求書 前渡資金精算書・振替伝票・要求書（平成２４年度） 岩手学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2013 岩手学習センター 会計 前渡資金精算書・振替伝票・要求書 前渡資金精算書・振替伝票・要求書（平成２５年度） 岩手学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2014 岩手学習センター 会計 前渡資金精算書・振替伝票・要求書 前渡資金精算書・振替伝票・要求書（平成２６年度） 岩手学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2015 岩手学習センター 会計 前渡資金精算書・振替伝票・要求書 前渡資金精算書・振替伝票・要求書（平成２７年度） 岩手学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2016 岩手学習センター 会計 前渡資金精算書・振替伝票・要求書 前渡資金精算書・振替伝票・要求書（平成２８年度） 岩手学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2017 岩手学習センター 会計 前渡資金精算書・振替伝票・要求書 前渡資金精算書・振替伝票・要求書（平成２９年度） 岩手学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2018 岩手学習センター 会計 前渡資金精算書・振替伝票・要求書 前渡資金精算書・振替伝票・要求書（平成３０年度） 岩手学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2019 岩手学習センター 会計 前渡資金精算書・振替伝票・要求書 前渡資金精算書・振替伝票・要求書（令和元年度） 岩手学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2010 岩手学習センター 会計 前渡資金要求書 前渡資金要求書（平成２２年度） 岩手学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2011 岩手学習センター 会計 前渡資金要求書 前渡資金要求書（平成２３年度） 岩手学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2010 岩手学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等受払簿（平成２２年度） 岩手学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2011 岩手学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等受払簿（平成２３年度） 岩手学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2012 岩手学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等受払簿（平成２４年度） 岩手学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2013 岩手学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等受払簿（平成２５年度） 岩手学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2014 岩手学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等受払簿（平成２６年度） 岩手学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2015 岩手学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等受払簿（平成２７年度） 岩手学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2016 岩手学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等受払簿（平成２８年度） 岩手学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2017 岩手学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等受払簿（平成２９年度） 岩手学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2018 岩手学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等受払簿（平成３０年度） 岩手学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2019 岩手学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等受払簿（令和元年度） 岩手学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2010 岩手学習センター 会計 国有財産一時使用許可書関係 国有財産一時使用許可書関係（平成２２年度） 岩手学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2011 岩手学習センター 会計 国有財産一時使用許可書関係 国有財産一時使用許可書関係（平成２３年度） 岩手学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2012 岩手学習センター 会計 国有財産一時使用許可書関係 国有財産一時使用許可書関係（平成２４年度） 岩手学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2013 岩手学習センター 会計 国有財産一時使用許可書関係 国有財産一時使用許可書関係（平成２５年度） 岩手学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2014 岩手学習センター 会計 国有財産一時使用許可書関係 国有財産一時使用許可書関係（平成２６年度） 岩手学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2015 岩手学習センター 会計 国有財産一時使用許可書関係 国有財産一時使用許可書関係（平成２７年度） 岩手学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2016 岩手学習センター 会計 国有財産一時使用許可書関係 国有財産一時使用許可書関係（平成２８年度） 岩手学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2017 岩手学習センター 会計 国有財産一時使用許可書関係 国有財産一時使用許可書関係（平成２９年度） 岩手学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2018 岩手学習センター 会計 国有財産一時使用許可書関係 国有財産一時使用許可書関係（平成３０年度） 岩手学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2019 岩手学習センター 会計 国有財産一時使用許可書関係 国有財産一時使用許可書関係（令和元年度） 岩手学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2010 岩手学習センター 会計 現金出納簿 現金出納簿（平成２２年度） 岩手学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2011 岩手学習センター 会計 現金出納簿 現金出納簿（平成２３年度） 岩手学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2012 岩手学習センター 会計 現金出納簿・入金実績リスト 現金出納簿・入金実績リスト（平成２４年度） 岩手学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2013 岩手学習センター 会計 現金出納簿・入金実績リスト 現金出納簿・入金実績リスト（平成２５年度） 岩手学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2014 岩手学習センター 会計 現金出納簿・入金実績リスト 現金出納簿・入金実績リスト（平成２６年度） 岩手学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2015 岩手学習センター 会計 現金出納簿・入金実績リスト 現金出納簿・入金実績リスト（平成２７年度） 岩手学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2016 岩手学習センター 会計 現金出納簿・入金実績リスト 現金出納簿・入金実績リスト（平成２８年度） 岩手学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2017 岩手学習センター 会計 現金出納簿・入金実績リスト 現金出納簿・入金実績リスト（平成２９年度） 岩手学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2018 岩手学習センター 会計 現金出納簿・入金実績リスト 現金出納簿・入金実績リスト（平成３０年度） 岩手学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
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2019 岩手学習センター 会計 現金出納簿・入金実績リスト 現金出納簿・入金実績リスト（令和元年度） 岩手学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2010 岩手学習センター 会計 出納員・現金払込 出納員・現金払込（平成２２年度） 岩手学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2011 岩手学習センター 会計 出納員・現金払込 出納員・現金払込（平成２３年度） 岩手学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2012 岩手学習センター 会計 出納員・現金払込 出納員・現金払込（平成２４年度） 岩手学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2013 岩手学習センター 会計 出納員・現金払込 出納員・現金払込（平成２５年度） 岩手学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2014 岩手学習センター 会計 出納員・現金払込 出納員・現金払込（平成２６年度） 岩手学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2015 岩手学習センター 会計 出納員・現金払込 出納員・現金払込（平成２７年度） 岩手学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2016 岩手学習センター 会計 出納員・現金払込 出納員・現金払込（平成２８年度） 岩手学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2017 岩手学習センター 会計 出納員・現金払込 出納員・現金払込（平成２９年度） 岩手学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2018 岩手学習センター 会計 出納員・現金払込 出納員・現金払込（平成３０年度） 岩手学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2019 岩手学習センター 会計 出納員・現金払込 出納員・現金払込（令和元年度） 岩手学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2010 岩手学習センター 会計 物品管理簿 物品管理簿（平成２２年度） 岩手学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2011 岩手学習センター 会計 物品管理簿 物品管理簿（平成２３年度） 岩手学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2012 岩手学習センター 会計 物品管理簿 物品管理簿（平成２４年度） 岩手学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2013 岩手学習センター 会計 物品管理簿 物品管理簿（平成２５年度） 岩手学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2014 岩手学習センター 会計 物品管理簿 物品管理簿（平成２６年度） 岩手学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2015 岩手学習センター 会計 物品管理簿 物品管理簿（平成２７年度） 岩手学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2016 岩手学習センター 会計 物品管理簿 物品管理簿（平成２８年度） 岩手学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2017 岩手学習センター 会計 物品管理簿 物品管理簿（平成２９年度） 岩手学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2018 岩手学習センター 会計 物品管理簿 物品管理簿（平成３０年度） 岩手学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2019 岩手学習センター 会計 物品管理簿 物品管理簿（令和元年度） 岩手学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2010 岩手学習センター 会計 物品取得及び修繕（役務）請求書 物品取得及び修繕（役務）請求書（平成２２年度） 岩手学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2011 岩手学習センター 会計 物品取得及び修繕（役務）請求書 物品取得及び修繕（役務）請求書（平成２３年度） 岩手学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2012 岩手学習センター 会計 物品取得及び修繕（役務）請求書 物品取得及び修繕（役務）請求書（平成２４年度） 岩手学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2013 岩手学習センター 会計 物品取得及び修繕（役務）請求書 物品取得及び修繕（役務）請求書（平成２５年度） 岩手学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2014 岩手学習センター 会計 物品取得及び修繕（役務）請求書 物品取得及び修繕（役務）請求書（平成２６年度） 岩手学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2015 岩手学習センター 会計 物品取得及び修繕（役務）請求書 物品取得及び修繕（役務）請求書（平成２７年度） 岩手学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2016 岩手学習センター 会計 物品取得及び修繕（役務）請求書 物品取得及び修繕（役務）請求書（平成２８年度） 岩手学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2017 岩手学習センター 会計 物品取得及び修繕（役務）請求書 物品取得及び修繕（役務）請求書（平成２９年度） 岩手学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2018 岩手学習センター 会計 物品取得及び修繕（役務）請求書 物品取得及び修繕（役務）請求書（平成３０年度） 岩手学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2019 岩手学習センター 会計 物品取得及び修繕（役務）請求書 物品取得及び修繕（役務）請求書（令和元年度） 岩手学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2019 岩手学習センター 会計 契約関係 契約関係（令和元年度） 岩手学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2010 岩手学習センター 会計 予算示達書 予算示達書（平成２２年度） 岩手学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2011 岩手学習センター 会計 予算示達書 予算示達書（平成２３年度） 岩手学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2012 岩手学習センター 会計 予算示達書 予算示達書（平成２４年度） 岩手学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2013 岩手学習センター 会計 予算示達書 予算示達書（平成２５年度） 岩手学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2014 岩手学習センター 会計 予算示達書 予算示達書（平成２６年度） 岩手学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2015 岩手学習センター 会計 予算示達書 予算示達書（平成２７年度） 岩手学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2016 岩手学習センター 会計 予算示達書 予算示達書（平成２８年度） 岩手学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2017 岩手学習センター 会計 予算示達書 予算示達書（平成２９年度） 岩手学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2018 岩手学習センター 会計 予算示達書 予算示達書（平成３０年度） 岩手学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2010 岩手学習センター 会計 予算執行計画書 予算執行計画書（平成２２年度） 岩手学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2011 岩手学習センター 会計 予算執行計画書 予算執行計画書（平成２３年度） 岩手学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2012 岩手学習センター 会計 予算執行計画書 予算執行計画書（平成２４年度） 岩手学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2013 岩手学習センター 会計 予算執行計画書 予算執行計画書（平成２５年度） 岩手学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2014 岩手学習センター 会計 予算執行計画書 予算執行計画書（平成２６年度） 岩手学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2015 岩手学習センター 会計 予算執行計画書 予算執行計画書（平成２７年度） 岩手学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2016 岩手学習センター 会計 予算執行計画書 予算執行計画書（平成２８年度） 岩手学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2017 岩手学習センター 会計 予算執行計画書 予算執行計画書（平成２９年度） 岩手学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2018 岩手学習センター 会計 予算執行計画書 予算執行計画書（平成３０年度） 岩手学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2019 岩手学習センター 会計 予算関係 予算関係（令和元年度） 岩手学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2015 岩手学習センター 施設 防火管理関係 防火管理関係（平成２７年度） 岩手学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2016 岩手学習センター 施設 防火管理関係 防火管理関係（平成２８年度） 岩手学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2017 岩手学習センター 施設 防火管理関係 防火管理関係（平成２９年度） 岩手学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2018 岩手学習センター 施設 防火管理関係 防火管理関係（平成３０年度） 岩手学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2019 岩手学習センター 施設 防火管理関係 防火管理関係（令和元年度） 岩手学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
2019 岩手学習センター 施設 産業廃棄物処理 産業廃棄物処理（令和元年度） 岩手学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 岩手学習センター 岩手学習センター事務長 廃棄
1991 宮城学習センター 式典 開所式 開所式 宮城学習センター事務長 1992/4/1 無期限 紙 宮城学習センター 宮城学習センター事務長 廃棄
1998 宮城学習センター 式典 改修披露式 改修披露式 宮城学習センター事務長 1999/4/1 無期限 紙 宮城学習センター 宮城学習センター事務長 廃棄
2010 宮城学習センター 式典 入学者の集い・学位記授与式 入学者の集い・学位記授与式（平成22年度） 宮城学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 宮城学習センター 宮城学習センター事務長 廃棄
2011 宮城学習センター 式典 入学者の集い・学位記授与式 入学者の集い・学位記授与式（平成23年度） 宮城学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 宮城学習センター 宮城学習センター事務長 廃棄
2012 宮城学習センター 式典 入学者の集い・学位記授与式 入学者の集い・学位記授与式（平成24年度） 宮城学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 宮城学習センター 宮城学習センター事務長 廃棄
2013 宮城学習センター 式典 入学者の集い・学位記授与式 入学者の集い・学位記授与式（平成25年度） 宮城学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 宮城学習センター 宮城学習センター事務長 廃棄
2014 宮城学習センター 式典 入学者の集い・学位記授与式 入学者の集い・学位記授与式（平成26年度） 宮城学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 宮城学習センター 宮城学習センター事務長 廃棄
2015 宮城学習センター 式典 入学者の集い・学位記授与式 入学者の集い・学位記授与式（平成27年度） 宮城学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 宮城学習センター 宮城学習センター事務長 廃棄
2016 宮城学習センター 式典 入学者の集い・学位記授与式 入学者の集い・学位記授与式（平成28年度） 宮城学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 宮城学習センター 宮城学習センター事務長 廃棄
2017 宮城学習センター 式典 入学者の集い・学位記授与式 入学者の集い・学位記授与式（平成29年度） 宮城学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 宮城学習センター 宮城学習センター事務長 廃棄
2018 宮城学習センター 式典 入学者の集い・学位記授与式 入学者の集い・学位記授与式（平成30年度） 宮城学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 宮城学習センター 宮城学習センター事務長 廃棄
2019 宮城学習センター 式典 入学者の集い・学位記授与式 入学者の集い・学位記授与式（令和元年度） 宮城学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 宮城学習センター 宮城学習センター事務長 廃棄
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措置結果
2014 宮城学習センター 管理運営 監事監査関係 監事監査関係（平成26年度） 宮城学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 宮城学習センター 宮城学習センター事務長 廃棄
2015 宮城学習センター 管理運営 監事監査関係 監事監査関係（平成27年度） 宮城学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 宮城学習センター 宮城学習センター事務長 廃棄
2016 宮城学習センター 管理運営 監事監査関係 監事監査関係（平成28年度） 宮城学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 宮城学習センター 宮城学習センター事務長 廃棄
2017 宮城学習センター 管理運営 監事監査関係 監事監査関係（平成29年度） 宮城学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 宮城学習センター 宮城学習センター事務長 廃棄
2018 宮城学習センター 管理運営 監事監査関係 監事監査関係（平成30年度） 宮城学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 宮城学習センター 宮城学習センター事務長 廃棄
2019 宮城学習センター 管理運営 監事監査関係 監事監査関係（令和元年度） 宮城学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 宮城学習センター 宮城学習センター事務長 廃棄
2015 宮城学習センター 人事 常勤職員記録文書 常勤職員記録文書（平成27年度） 宮城学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 宮城学習センター 宮城学習センター事務長 廃棄
2016 宮城学習センター 人事 常勤職員記録文書 常勤職員記録文書（平成28年度） 宮城学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 宮城学習センター 宮城学習センター事務長 廃棄
2017 宮城学習センター 人事 常勤職員記録文書 常勤職員記録文書（平成29年度） 宮城学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 宮城学習センター 宮城学習センター事務長 廃棄
2018 宮城学習センター 人事 常勤職員記録文書 常勤職員記録文書（平成30年度） 宮城学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 宮城学習センター 宮城学習センター事務長 廃棄
2019 宮城学習センター 人事 常勤職員記録文書 常勤職員記録文書（令和元年度） 宮城学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 宮城学習センター 宮城学習センター事務長 廃棄
2015 宮城学習センター 人事 客員・非常勤関係 客員・非常勤関係（平成27年度） 宮城学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 宮城学習センター 宮城学習センター事務長 廃棄
2016 宮城学習センター 人事 客員・非常勤関係 客員・非常勤関係（平成28年度） 宮城学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 宮城学習センター 宮城学習センター事務長 廃棄
2017 宮城学習センター 人事 客員・非常勤関係 客員・非常勤関係（平成29年度） 宮城学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 宮城学習センター 宮城学習センター事務長 廃棄
2018 宮城学習センター 人事 客員・非常勤関係 客員・非常勤関係（平成30年度） 宮城学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 宮城学習センター 宮城学習センター事務長 廃棄
2019 宮城学習センター 人事 客員・非常勤関係 客員・非常勤関係（令和元年度） 宮城学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 宮城学習センター 宮城学習センター事務長 廃棄
2015 宮城学習センター 人事 非常勤職員記録文書 非常勤職員記録文書（平成27年度） 宮城学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 宮城学習センター 宮城学習センター事務長 廃棄
2016 宮城学習センター 人事 非常勤職員記録文書 非常勤職員記録文書（平成28年度） 宮城学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 宮城学習センター 宮城学習センター事務長 廃棄
2017 宮城学習センター 人事 非常勤職員記録文書 非常勤職員記録文書（平成29年度） 宮城学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 宮城学習センター 宮城学習センター事務長 廃棄
2018 宮城学習センター 人事 非常勤職員記録文書 非常勤職員記録文書（平成30年度） 宮城学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 宮城学習センター 宮城学習センター事務長 廃棄
2019 宮城学習センター 人事 非常勤職員記録文書 非常勤職員記録文書（令和元年度） 宮城学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 宮城学習センター 宮城学習センター事務長 廃棄
2017 宮城学習センター 諸会議 所長会議 所長会議（平成29年度） 宮城学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 宮城学習センター 宮城学習センター事務長 廃棄
2018 宮城学習センター 諸会議 所長会議 所長会議（平成30年度） 宮城学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 宮城学習センター 宮城学習センター事務長 廃棄
2019 宮城学習センター 諸会議 所長会議 所長会議（令和元年度） 宮城学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 宮城学習センター 宮城学習センター事務長 廃棄
2017 宮城学習センター 諸会議 事務長会議 事務長会議（平成29年度） 宮城学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 宮城学習センター 宮城学習センター事務長 廃棄
2018 宮城学習センター 諸会議 事務長会議 事務長会議（平成30年度） 宮城学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 宮城学習センター 宮城学習センター事務長 廃棄
2019 宮城学習センター 諸会議 事務長会議 事務長会議（令和元年度） 宮城学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 宮城学習センター 宮城学習センター事務長 廃棄
2017 宮城学習センター 諸会議 北海道・東北ブロック連絡会議 北海道・東北ブロック連絡会議（平成29年度） 宮城学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 宮城学習センター 宮城学習センター事務長 廃棄
2018 宮城学習センター 諸会議 北海道・東北ブロック連絡会議 北海道・東北ブロック連絡会議（平成30年度） 宮城学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 宮城学習センター 宮城学習センター事務長 廃棄
2019 宮城学習センター 諸会議 北海道・東北ブロック連絡会議 北海道・東北ブロック連絡会議（令和元年度） 宮城学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 宮城学習センター 宮城学習センター事務長 廃棄
2015 宮城学習センター 広報 センター概要 センタ－概要（平成27年度） 宮城学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 宮城学習センター 宮城学習センター事務長 廃棄
2016 宮城学習センター 広報 センター概要 センタ－概要（平成28年度） 宮城学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 宮城学習センター 宮城学習センター事務長 廃棄
2017 宮城学習センター 広報 センター概要 センター概要（平成29年度） 宮城学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 宮城学習センター 宮城学習センター事務長 廃棄
2018 宮城学習センター 広報 センター概要 センター概要（平成30年度） 宮城学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 宮城学習センター 宮城学習センター事務長 廃棄
2019 宮城学習センター 広報 センター概要 センター概要（令和元年度） 宮城学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 宮城学習センター 宮城学習センター事務長 廃棄
2015 宮城学習センター 広報 利用の手引き 利用の手引き（平成27年度） 宮城学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 宮城学習センター 宮城学習センター事務長 廃棄
2016 宮城学習センター 広報 利用の手引き 利用の手引き（平成28年度） 宮城学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 宮城学習センター 宮城学習センター事務長 廃棄
2017 宮城学習センター 広報 利用の手引き 利用の手引き（平成29年度） 宮城学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 宮城学習センター 宮城学習センター事務長 廃棄
2018 宮城学習センター 広報 利用の手引き 利用の手引き（平成30年度） 宮城学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 宮城学習センター 宮城学習センター事務長 廃棄
2019 宮城学習センター 広報 利用の手引き 利用の手引き（令和元年度） 宮城学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 宮城学習センター 宮城学習センター事務長 廃棄
2015 宮城学習センター 広報 ハローキャンパス ハローキャンパス（平成27年度） 宮城学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 宮城学習センター 宮城学習センター事務長 廃棄
2016 宮城学習センター 広報 ハローキャンパス ハローキャンパス（平成28年度） 宮城学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 宮城学習センター 宮城学習センター事務長 廃棄
2017 宮城学習センター 広報 ハローキャンパス ハローキャンパス（平成29年度） 宮城学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 宮城学習センター 宮城学習センター事務長 廃棄
2018 宮城学習センター 広報 ハローキャンパス ハローキャンパス（平成30年度） 宮城学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 宮城学習センター 宮城学習センター事務長 廃棄
2019 宮城学習センター 広報 ハローキャンパス ハローキャンパス（令和元年度） 宮城学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 宮城学習センター 宮城学習センター事務長 廃棄
2015 宮城学習センター 広報 広報関係 広報関係（平成27年度） 宮城学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 宮城学習センター 宮城学習センター事務長 廃棄
2016 宮城学習センター 広報 広報関係 広報関係（平成28年度） 宮城学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 宮城学習センター 宮城学習センター事務長 廃棄
2017 宮城学習センター 広報 広報関係 広報関係（平成29年度） 宮城学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 宮城学習センター 宮城学習センター事務長 廃棄
2018 宮城学習センター 広報 広報関係 広報関係（平成30年度） 宮城学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 宮城学習センター 宮城学習センター事務長 廃棄
2019 宮城学習センター 広報 広報関係 広報関係（令和元年度） 宮城学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 宮城学習センター 宮城学習センター事務長 廃棄
2015 宮城学習センター 庶務 文書処理簿 文書処理簿（平成27年度） 宮城学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 宮城学習センター 宮城学習センター事務長 廃棄
2016 宮城学習センター 庶務 文書処理簿 文書処理簿（平成28年度） 宮城学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 宮城学習センター 宮城学習センター事務長 廃棄
2017 宮城学習センター 庶務 文書処理簿 文書処理簿（平成29年度） 宮城学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 宮城学習センター 宮城学習センター事務長 廃棄
2018 宮城学習センター 庶務 文書処理簿 文書処理簿（平成30年度） 宮城学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 宮城学習センター 宮城学習センター事務長 廃棄
2019 宮城学習センター 庶務 文書処理簿 文書処理簿（令和元年度） 宮城学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 宮城学習センター 宮城学習センター事務長 廃棄
2010 宮城学習センター 庶務 旅行・外勤関係 旅行・外勤関係（平成22年度） 宮城学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 宮城学習センター 宮城学習センター事務長 廃棄
2011 宮城学習センター 庶務 旅行・外勤関係 旅行・外勤関係（平成23年度） 宮城学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 宮城学習センター 宮城学習センター事務長 廃棄
2012 宮城学習センター 庶務 旅行・外勤関係 旅行・外勤関係（平成24年度） 宮城学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 宮城学習センター 宮城学習センター事務長 廃棄
2013 宮城学習センター 庶務 旅行・外勤関係 旅行・外勤関係（平成25年度） 宮城学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 宮城学習センター 宮城学習センター事務長 廃棄
2014 宮城学習センター 庶務 旅行・外勤関係 旅行・外勤関係（平成26年度） 宮城学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 宮城学習センター 宮城学習センター事務長 廃棄
2015 宮城学習センター 庶務 旅行・外勤関係 旅行・外勤関係（平成27年度） 宮城学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 宮城学習センター 宮城学習センター事務長 廃棄
2016 宮城学習センター 庶務 旅行・外勤関係 旅行・外勤関係（平成28年度） 宮城学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 宮城学習センター 宮城学習センター事務長 廃棄
2017 宮城学習センター 庶務 旅行・外勤関係 旅行・外勤関係（平成29年度） 宮城学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 宮城学習センター 宮城学習センター事務長 廃棄
2018 宮城学習センター 庶務 旅行・外勤関係 旅行・外勤関係（平成30年度） 宮城学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 宮城学習センター 宮城学習センター事務長 廃棄
2019 宮城学習センター 庶務 旅行・外勤関係 旅行・外勤関係（令和元年度） 宮城学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 宮城学習センター 宮城学習センター事務長 廃棄
2010 宮城学習センター 庶務 物品供用簿 物品供用簿（平成22年度） 宮城学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 宮城学習センター 宮城学習センター事務長 廃棄
2011 宮城学習センター 庶務 物品供用簿 物品供用簿（平成23年度） 宮城学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 宮城学習センター 宮城学習センター事務長 廃棄
2012 宮城学習センター 庶務 物品供用簿 物品供用簿（平成24年度） 宮城学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 宮城学習センター 宮城学習センター事務長 廃棄
2013 宮城学習センター 庶務 物品供用簿 物品供用簿（平成25年度） 宮城学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 宮城学習センター 宮城学習センター事務長 廃棄
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2014 宮城学習センター 庶務 物品供用簿 物品供用簿（平成26年度） 宮城学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 宮城学習センター 宮城学習センター事務長 廃棄
2015 宮城学習センター 庶務 物品供用簿 物品供用簿（平成27年度） 宮城学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 宮城学習センター 宮城学習センター事務長 廃棄
2016 宮城学習センター 庶務 物品供用簿 物品供用簿（平成28年度） 宮城学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 宮城学習センター 宮城学習センター事務長 廃棄
2017 宮城学習センター 庶務 物品供用簿 物品供用簿（平成29年度） 宮城学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 宮城学習センター 宮城学習センター事務長 廃棄
2018 宮城学習センター 庶務 物品供用簿 物品供用簿（平成30年度） 宮城学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 宮城学習センター 宮城学習センター事務長 廃棄
2019 宮城学習センター 庶務 物品供用簿 物品供用簿（令和元年度） 宮城学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 宮城学習センター 宮城学習センター事務長 廃棄
2015 宮城学習センター 職員 健康診断関係 健康診断関係（平成27年度） 宮城学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 宮城学習センター 宮城学習センター事務長 廃棄
2016 宮城学習センター 職員 健康診断関係 健康診断関係（平成28年度） 宮城学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 宮城学習センター 宮城学習センター事務長 廃棄
2017 宮城学習センター 職員 健康診断関係 健康診断関係（平成29年度） 宮城学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 宮城学習センター 宮城学習センター事務長 廃棄
2018 宮城学習センター 職員 健康診断関係 健康診断関係（平成30年度） 宮城学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 宮城学習センター 宮城学習センター事務長 廃棄
2019 宮城学習センター 職員 健康診断関係 健康診断関係（令和元年度） 宮城学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 宮城学習センター 宮城学習センター事務長 廃棄
2017 宮城学習センター 職員 服務関係 服務関係（平成29年度） 宮城学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 宮城学習センター 宮城学習センター事務長 廃棄
2018 宮城学習センター 職員 服務関係 服務関係（平成30年度） 宮城学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 宮城学習センター 宮城学習センター事務長 廃棄
2019 宮城学習センター 職員 服務関係 服務関係（令和元年度） 宮城学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 宮城学習センター 宮城学習センター事務長 廃棄
2017 宮城学習センター 職員 出勤簿 出勤簿（平成29年度） 宮城学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 宮城学習センター 宮城学習センター事務長 廃棄
2018 宮城学習センター 職員 出勤簿 出勤簿（平成30年度） 宮城学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 宮城学習センター 宮城学習センター事務長 廃棄
2019 宮城学習センター 職員 出勤簿 出勤簿（令和元年度） 宮城学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 宮城学習センター 宮城学習センター事務長 廃棄
2012 宮城学習センター 職員 諸手当 諸手当（平成24年度） 宮城学習センター事務長 2013/4/1 3年（支給喪失から） 紙 宮城学習センター 宮城学習センター事務長 廃棄
2013 宮城学習センター 職員 諸手当 諸手当（平成25年度） 宮城学習センター事務長 2014/4/1 3年（支給喪失から） 紙 宮城学習センター 宮城学習センター事務長 廃棄
2014 宮城学習センター 職員 諸手当 諸手当（平成26年度） 宮城学習センター事務長 2015/4/1 3年（支給喪失から） 紙 宮城学習センター 宮城学習センター事務長 廃棄
2015 宮城学習センター 職員 諸手当 諸手当（平成27年度） 宮城学習センター事務長 2016/4/1 3年（支給喪失から） 紙 宮城学習センター 宮城学習センター事務長 廃棄
2016 宮城学習センター 職員 諸手当 諸手当（平成28年度） 宮城学習センター事務長 2017/4/1 3年（支給喪失から） 紙 宮城学習センター 宮城学習センター事務長 廃棄
2017 宮城学習センター 職員 諸手当 諸手当（平成29年度） 宮城学習センター事務長 2018/4/1 3年（支給喪失から） 紙 宮城学習センター 宮城学習センター事務長 廃棄
2018 宮城学習センター 職員 諸手当 諸手当（平成30年度） 宮城学習センター事務長 2019/4/1 3年（支給喪失から） 紙 宮城学習センター 宮城学習センター事務長 廃棄
2019 宮城学習センター 職員 諸手当 諸手当（令和元年度） 宮城学習センター事務長 2020/4/1 3年（支給喪失から） 紙 宮城学習センター 宮城学習センター事務長 廃棄
2015 宮城学習センター 面接授業 面接授業 面接授業（平成27年度） 宮城学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 宮城学習センター 宮城学習センター事務長 廃棄
2016 宮城学習センター 面接授業 面接授業 面接授業（平成28年度） 宮城学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 宮城学習センター 宮城学習センター事務長 廃棄
2017 宮城学習センター 面接授業 面接授業 面接授業（平成29年度） 宮城学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 宮城学習センター 宮城学習センター事務長 廃棄
2018 宮城学習センター 面接授業 面接授業 面接授業（平成30年度） 宮城学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 宮城学習センター 宮城学習センター事務長 廃棄
2019 宮城学習センター 面接授業 面接授業 面接授業（令和元年度） 宮城学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 宮城学習センター 宮城学習センター事務長 廃棄
2015 宮城学習センター 教務関係 体育実技関係 体育実技関係（平成27年度） 宮城学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 宮城学習センター 宮城学習センター事務長 廃棄
2015 宮城学習センター 教務関係 フレンドリ－アドバイス関係 フレンドリ－アドバイス関係（平成27年度） 宮城学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 宮城学習センター 宮城学習センター事務長 廃棄
2010 宮城学習センター 学生関係 学生教育研究災害障害関係 学生教育研究災害障害関係（平成22年度） 宮城学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 宮城学習センター 宮城学習センター事務長 廃棄
2011 宮城学習センター 学生関係 学生教育研究災害障害関係 学生教育研究災害障害関係（平成23年度） 宮城学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 宮城学習センター 宮城学習センター事務長 廃棄
2012 宮城学習センター 学生関係 学生教育研究災害障害関係 学生教育研究災害障害関係（平成24年度） 宮城学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 宮城学習センター 宮城学習センター事務長 廃棄
2013 宮城学習センター 学生関係 学生教育研究災害障害関係 学生教育研究災害障害関係（平成25年度） 宮城学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 宮城学習センター 宮城学習センター事務長 廃棄
2014 宮城学習センター 学生関係 学生教育研究災害障害関係 学生教育研究災害障害関係（平成26年度） 宮城学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 宮城学習センター 宮城学習センター事務長 廃棄
2015 宮城学習センター 学生関係 学生教育研究災害障害関係 学生教育研究災害障害関係（平成27年度） 宮城学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 宮城学習センター 宮城学習センター事務長 廃棄
2016 宮城学習センター 学生関係 学生教育研究災害障害関係 学生教育研究災害障害関係（平成28年度） 宮城学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 宮城学習センター 宮城学習センター事務長 廃棄
2017 宮城学習センター 学生関係 学生教育研究災害障害関係 学生教育研究災害障害関係（平成29年度） 宮城学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 宮城学習センター 宮城学習センター事務長 廃棄
2018 宮城学習センター 学生関係 学生教育研究災害障害関係 学生教育研究災害障害関係（平成30年度） 宮城学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 宮城学習センター 宮城学習センター事務長 廃棄
2019 宮城学習センター 学生関係 学生教育研究災害障害関係 学生教育研究災害障害関係（令和元年度） 宮城学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 宮城学習センター 宮城学習センター事務長 廃棄
2015 宮城学習センター 学生関係 学生団体・同窓会 学生団体・同窓会（平成27年度） 宮城学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 宮城学習センター 宮城学習センター事務長 廃棄
2016 宮城学習センター 学生関係 学生団体・同窓会 学生団体・同窓会（平成28年度） 宮城学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 宮城学習センター 宮城学習センター事務長 廃棄
2017  宮城学習センター 学生関係 学生団体・同窓会 学生団体・同窓会（平成29年度） 宮城学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 宮城学習センター 宮城学習センター事務長 廃棄
2018  宮城学習センター 学生関係 学生団体・同窓会 学生団体・同窓会（平成30年度） 宮城学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 宮城学習センター 宮城学習センター事務長 廃棄
2019  宮城学習センター 学生関係 学生団体・同窓会 学生団体・同窓会（令和元年度） 宮城学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 宮城学習センター 宮城学習センター事務長 廃棄
2015 宮城学習センター 学生関係 奨学金制度関係 奨学金制度関係（平成27年度） 宮城学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 宮城学習センター 宮城学習センター事務長 廃棄
2016 宮城学習センター 学生関係 奨学金制度関係 奨学金制度関係（平成28年度） 宮城学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 宮城学習センター 宮城学習センター事務長 廃棄
2017 宮城学習センター 学生関係 奨学金制度関係 奨学金制度関係（平成29年度） 宮城学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 宮城学習センター 宮城学習センター事務長 廃棄
2018 宮城学習センター 学生関係 奨学金制度関係 奨学金制度関係（平成30年度） 宮城学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 宮城学習センター 宮城学習センター事務長 廃棄
2019 宮城学習センター 学生関係 奨学金制度関係 奨学金制度関係（令和元年度） 宮城学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 宮城学習センター 宮城学習センター事務長 廃棄
2015 宮城学習センター 学生関係 学生研修旅行 学生研修旅行（平成27年度） 宮城学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 宮城学習センター 宮城学習センター事務長 廃棄
2016 宮城学習センター 学生関係 学生研修旅行 学生研修旅行（平成28年度） 宮城学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 宮城学習センター 宮城学習センター事務長 廃棄
2017 宮城学習センター 学生関係 学生研修旅行 学生研修旅行（平成29年度） 宮城学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 宮城学習センター 宮城学習センター事務長 廃棄
2018 宮城学習センター 学生関係 学生研修旅行 学生研修旅行（平成30年度） 宮城学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 宮城学習センター 宮城学習センター事務長 廃棄
2019 宮城学習センター 学生関係 学生研修旅行 学生研修旅行（令和元年度） 宮城学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 宮城学習センター 宮城学習センター事務長 廃棄
2015 宮城学習センター 証明書 各種証明書関係 各種証明書関係（平成27年度） 宮城学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 宮城学習センター 宮城学習センター事務長 廃棄
2016 宮城学習センター 証明書 各種証明書関係 各種証明書関係（平成28年度） 宮城学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 宮城学習センター 宮城学習センター事務長 廃棄
2017 宮城学習センター 証明書 各種証明書関係 各種証明書関係（平成29年度） 宮城学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 宮城学習センター 宮城学習センター事務長 廃棄
2018 宮城学習センター 証明書 各種証明書関係 各種証明書関係（平成30年度） 宮城学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 宮城学習センター 宮城学習センター事務長 廃棄
2019 宮城学習センター 証明書 各種証明書関係 各種証明書関係（令和元年度） 宮城学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 宮城学習センター 宮城学習センター事務長 廃棄
2015 宮城学習センター 入試 大学院入学試験関係 大学院入学試験関係（平成27年度） 宮城学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 宮城学習センター 宮城学習センター事務長 廃棄
2016 宮城学習センター 入試 大学院入学試験関係 大学院入学試験関係（平成28年度） 宮城学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 宮城学習センター 宮城学習センター事務長 廃棄
2017 宮城学習センター 入試 大学院入学試験関係 大学院入学試験関係（平成29年度） 宮城学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 宮城学習センター 宮城学習センター事務長 廃棄
2018 宮城学習センター 入試 大学院入学試験関係 大学院入学試験関係（平成30年度） 宮城学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 宮城学習センター 宮城学習センター事務長 廃棄
2019 宮城学習センター 入試 大学院入学試験関係 大学院入学試験関係（令和元年度） 宮城学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 宮城学習センター 宮城学習センター事務長 廃棄
2015 宮城学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験 単位認定試験（平成27年度） 宮城学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 宮城学習センター 宮城学習センター事務長 廃棄
2016 宮城学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験 単位認定試験（平成28年度） 宮城学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 宮城学習センター 宮城学習センター事務長 廃棄
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2017 宮城学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験 単位認定試験（平成29年度） 宮城学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 宮城学習センター 宮城学習センター事務長 廃棄
2018 宮城学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験 単位認定試験（平成30年度） 宮城学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 宮城学習センター 宮城学習センター事務長 廃棄
2019 宮城学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験 単位認定試験（令和元年度） 宮城学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 宮城学習センター 宮城学習センター事務長 廃棄
2010 宮城学習センター 会計 予算関係 予算関係（平成22年度） 宮城学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 宮城学習センター 宮城学習センター事務長 廃棄
2011 宮城学習センター 会計 予算関係 予算関係（平成23年度） 宮城学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 宮城学習センター 宮城学習センター事務長 廃棄
2012 宮城学習センター 会計 予算関係 予算関係（平成24年度） 宮城学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 宮城学習センター 宮城学習センター事務長 廃棄
2013 宮城学習センター 会計 予算関係 予算関係（平成25年度） 宮城学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 宮城学習センター 宮城学習センター事務長 廃棄
2014 宮城学習センター 会計 予算関係 予算関係（平成26年度） 宮城学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 宮城学習センター 宮城学習センター事務長 廃棄
2015 宮城学習センター 会計 予算関係 予算関係（平成27年度） 宮城学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 宮城学習センター 宮城学習センター事務長 廃棄
2016 宮城学習センター 会計 予算関係 予算関係（平成28年度） 宮城学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 宮城学習センター 宮城学習センター事務長 廃棄
2017 宮城学習センター 会計 予算関係 予算関係（平成29年度） 宮城学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 宮城学習センター 宮城学習センター事務長 廃棄
2018 宮城学習センター 会計 予算関係 予算関係（平成30年度） 宮城学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 宮城学習センター 宮城学習センター事務長 廃棄
2019 宮城学習センター 会計 予算関係 予算関係（令和元年度） 宮城学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 宮城学習センター 宮城学習センター事務長 廃棄
2010 宮城学習センター 会計 契約関係 契約関係（平成22年度） 宮城学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 宮城学習センター 宮城学習センター事務長 廃棄
2011 宮城学習センター 会計 契約関係 契約関係（平成23年度） 宮城学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 宮城学習センター 宮城学習センター事務長 廃棄
2012 宮城学習センター 会計 契約関係 契約関係（平成24年度） 宮城学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 宮城学習センター 宮城学習センター事務長 廃棄
2013 宮城学習センター 会計 契約関係 契約関係（平成25年度） 宮城学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 宮城学習センター 宮城学習センター事務長 廃棄
2014 宮城学習センター 会計 契約関係 契約関係（平成26年度） 宮城学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 宮城学習センター 宮城学習センター事務長 廃棄
2015 宮城学習センター 会計 契約関係 契約関係（平成27年度） 宮城学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 宮城学習センター 宮城学習センター事務長 廃棄
2016 宮城学習センター 会計 契約関係 契約関係（平成28年度） 宮城学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 宮城学習センター 宮城学習センター事務長 廃棄
2017 宮城学習センター 会計 契約関係 契約関係（平成29年度） 宮城学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 宮城学習センター 宮城学習センター事務長 廃棄
2018 宮城学習センター 会計 契約関係 契約関係（平成30年度） 宮城学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 宮城学習センター 宮城学習センター事務長 廃棄
2019 宮城学習センター 会計 契約関係 契約関係（令和元年度） 宮城学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 宮城学習センター 宮城学習センター事務長 廃棄
2010 宮城学習センター 会計 購入依頼書（債務計上票等写） 購入依頼書（債務計上票等写）（平成22年度） 宮城学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 宮城学習センター 宮城学習センター事務長 廃棄
2011 宮城学習センター 会計 購入依頼書（債務計上票等写） 購入依頼書（債務計上票等写）（平成23年度） 宮城学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 宮城学習センター 宮城学習センター事務長 廃棄
2012 宮城学習センター 会計 購入依頼書（債務計上票等写） 購入依頼書（債務計上票等写）（平成24年度） 宮城学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 宮城学習センター 宮城学習センター事務長 廃棄
2013 宮城学習センター 会計 購入依頼書（債務計上票等写） 購入依頼書（債務計上票等写）（平成25年度） 宮城学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 宮城学習センター 宮城学習センター事務長 廃棄
2014 宮城学習センター 会計 購入依頼書（債務計上票等写） 購入依頼書（債務計上票等写）（平成26年度） 宮城学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 宮城学習センター 宮城学習センター事務長 廃棄
2015 宮城学習センター 会計 購入依頼書（債務計上票等写） 購入依頼書（債務計上票等写）（平成27年度） 宮城学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 宮城学習センター 宮城学習センター事務長 廃棄
2016 宮城学習センター 会計 購入依頼書（債務計上票等写） 購入依頼書（債務計上票等写）（平成28年度） 宮城学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 宮城学習センター 宮城学習センター事務長 廃棄
2017 宮城学習センター 会計 購入依頼書（債務計上票等写） 購入依頼書（債務計上票等写）（平成29年度） 宮城学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 宮城学習センター 宮城学習センター事務長 廃棄
2018 宮城学習センター 会計 購入依頼書（債務計上票等写） 購入依頼書（債務計上票等写）（平成30年度） 宮城学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 宮城学習センター 宮城学習センター事務長 廃棄
2019 宮城学習センター 会計 購入依頼書（債務計上票等写） 購入依頼書（債務計上票等写）（令和元年度） 宮城学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 宮城学習センター 宮城学習センター事務長 廃棄
2010 宮城学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等受払簿（平成22年度） 宮城学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 宮城学習センター 宮城学習センター事務長 廃棄
2011 宮城学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等受払簿（平成23年度） 宮城学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 宮城学習センター 宮城学習センター事務長 廃棄
2012 宮城学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等受払簿（平成24年度） 宮城学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 宮城学習センター 宮城学習センター事務長 廃棄
2013 宮城学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等受払簿（平成25年度） 宮城学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 宮城学習センター 宮城学習センター事務長 廃棄
2014 宮城学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等受払簿（平成26年度） 宮城学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 宮城学習センター 宮城学習センター事務長 廃棄
2015 宮城学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等受払簿（平成27年度） 宮城学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 宮城学習センター 宮城学習センター事務長 廃棄
2016 宮城学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等受払簿（平成28年度） 宮城学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 宮城学習センター 宮城学習センター事務長 廃棄
2017 宮城学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等受払簿（平成29年度） 宮城学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 宮城学習センター 宮城学習センター事務長 廃棄
2018 宮城学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等受払簿（平成30年度） 宮城学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 宮城学習センター 宮城学習センター事務長 廃棄
2019 宮城学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等受払簿（令和元年度） 宮城学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 宮城学習センター 宮城学習センター事務長 廃棄
2010 宮城学習センター 会計 前渡資金要求書 前渡資金要求書（平成22年度） 宮城学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 宮城学習センター 宮城学習センター事務長 廃棄
2011 宮城学習センター 会計 前渡資金要求書 前渡資金要求書（平成23年度） 宮城学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 宮城学習センター 宮城学習センター事務長 廃棄
2012 宮城学習センター 会計 前渡資金要求書 前渡資金要求書（平成24年度） 宮城学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 宮城学習センター 宮城学習センター事務長 廃棄
2013 宮城学習センター 会計 前渡資金要求書 前渡資金要求書（平成25年度） 宮城学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 宮城学習センター 宮城学習センター事務長 廃棄
2014 宮城学習センター 会計 前渡資金要求書 前渡資金要求書（平成26年度） 宮城学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 宮城学習センター 宮城学習センター事務長 廃棄
2015 宮城学習センター 会計 前渡資金要求書 前渡資金要求書（平成27年度） 宮城学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 宮城学習センター 宮城学習センター事務長 廃棄
2016 宮城学習センター 会計 前渡資金要求書 前渡資金要求書（平成28年度） 宮城学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 宮城学習センター 宮城学習センター事務長 廃棄
2017 宮城学習センター 会計 前渡資金要求書 前渡資金要求書（平成29年度） 宮城学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 宮城学習センター 宮城学習センター事務長 廃棄
2018 宮城学習センター 会計 前渡資金要求書 前渡資金要求書（平成30年度） 宮城学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 宮城学習センター 宮城学習センター事務長 廃棄
2019 宮城学習センター 会計 前渡資金要求書 前渡資金要求書（令和元年度） 宮城学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 宮城学習センター 宮城学習センター事務長 廃棄
2010 宮城学習センター 会計 現金出納簿（出納員） 現金出納簿（出納員）（平成22年度） 宮城学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 宮城学習センター 宮城学習センター事務長 廃棄
2011 宮城学習センター 会計 現金出納簿（出納員） 現金出納簿（出納員）（平成23年度） 宮城学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 宮城学習センター 宮城学習センター事務長 廃棄
2012 宮城学習センター 会計 現金出納簿（出納員） 現金出納簿（出納員）（平成24年度） 宮城学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 宮城学習センター 宮城学習センター事務長 廃棄
2013 宮城学習センター 会計 現金出納簿（出納員） 現金出納簿（出納員）（平成25年度） 宮城学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 宮城学習センター 宮城学習センター事務長 廃棄
2014 宮城学習センター 会計 現金出納簿（出納員） 現金出納簿（出納員）（平成26年度） 宮城学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 宮城学習センター 宮城学習センター事務長 廃棄
2015 宮城学習センター 会計 現金出納簿（出納員） 現金出納簿（出納員）（平成27年度） 宮城学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 宮城学習センター 宮城学習センター事務長 廃棄
2016 宮城学習センター 会計 現金出納簿（出納員） 現金出納簿（出納員）（平成28年度） 宮城学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 宮城学習センター 宮城学習センター事務長 廃棄
2017 宮城学習センター 会計 現金出納簿（出納員） 現金出納簿（出納員）（平成29年度） 宮城学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 宮城学習センター 宮城学習センター事務長 廃棄
2018 宮城学習センター 会計 現金出納簿（出納員） 現金出納簿（出納員）（平成30年度） 宮城学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 宮城学習センター 宮城学習センター事務長 廃棄
2019 宮城学習センター 会計 現金出納簿（出納員） 現金出納簿（出納員）（令和元年度） 宮城学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 宮城学習センター 宮城学習センター事務長 廃棄
2010 宮城学習センター 会計 出納員・現金払込関係 出納員・現金払込関係（平成22年度） 宮城学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 宮城学習センター 宮城学習センター事務長 廃棄
2011 宮城学習センター 会計 出納員・現金払込関係 出納員・現金払込関係（平成23年度） 宮城学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 宮城学習センター 宮城学習センター事務長 廃棄
2012 宮城学習センター 会計 出納員・現金払込関係 出納員・現金払込関係（平成24年度） 宮城学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 宮城学習センター 宮城学習センター事務長 廃棄
2013 宮城学習センター 会計 出納員・現金払込関係 出納員・現金払込関係（平成25年度） 宮城学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 宮城学習センター 宮城学習センター事務長 廃棄
2014 宮城学習センター 会計 出納員・現金払込関係 出納員・現金払込関係（平成26年度） 宮城学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 宮城学習センター 宮城学習センター事務長 廃棄
2015 宮城学習センター 会計 出納員・現金払込関係 出納員・現金払込関係（平成27年度） 宮城学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 宮城学習センター 宮城学習センター事務長 廃棄
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2016 宮城学習センター 会計 出納員・現金払込関係 出納員・現金払込関係（平成28年度） 宮城学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 宮城学習センター 宮城学習センター事務長 廃棄
2017 宮城学習センター 会計 出納員・現金払込関係 出納員・現金払込関係（平成29年度） 宮城学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 宮城学習センター 宮城学習センター事務長 廃棄
2018 宮城学習センター 会計 出納員・現金払込関係 出納員・現金払込関係（平成30年度） 宮城学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 宮城学習センター 宮城学習センター事務長 廃棄
2019 宮城学習センター 会計 出納員・現金払込関係 出納員・現金払込関係（令和元年度） 宮城学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 宮城学習センター 宮城学習センター事務長 廃棄
2017 宮城学習センター 施設 施設設備・防火関係 施設設備・防火関係（平成29年度） 宮城学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 宮城学習センター 宮城学習センター事務長 廃棄
2018 宮城学習センター 施設 施設設備・防火関係 施設設備・防火関係（平成30年度） 宮城学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 宮城学習センター 宮城学習センター事務長 廃棄
2019 宮城学習センター 施設 施設設備・防火関係 施設設備・防火関係（令和元年度） 宮城学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 宮城学習センター 宮城学習センター事務長 廃棄
1996 秋田学習センター 式典 事務所開き 事務所開き 秋田学習センター事務長 1997/4/1 無期限 紙 秋田学習センター 秋田学習センター事務長 廃棄
2001 秋田学習センター 式典 合築披露式 合築披露式 秋田学習センター事務長 2002/4/1 無期限 紙 秋田学習センター 秋田学習センター事務長 廃棄
2010 秋田学習センター 式典 学位記授与式・入学者の集い 学位記授与式・入学者の集い（平成22年度） 秋田学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 秋田学習センター 秋田学習センター事務長 廃棄
2011 秋田学習センター 式典 学位記授与式・入学者の集い 学位記授与式・入学者の集い（平成23年度） 秋田学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 秋田学習センター 秋田学習センター事務長 廃棄
2012 秋田学習センター 式典 学位記授与式・入学者の集い 学位記授与式・入学者の集い（平成24年度） 秋田学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 秋田学習センター 秋田学習センター事務長 廃棄
2013 秋田学習センター 式典 学位記授与式・入学者の集い 学位記授与式・入学者の集い（平成25年度） 秋田学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 秋田学習センター 秋田学習センター事務長 廃棄
2014 秋田学習センター 式典 学位記授与式・入学者の集い 学位記授与式・入学者の集い（平成26年度） 秋田学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 秋田学習センター 秋田学習センター事務長 廃棄
2015 秋田学習センター 式典 学位記授与式・入学者の集い 学位記授与式・入学者の集い（平成27年度） 秋田学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 秋田学習センター 秋田学習センター事務長 廃棄
2016 秋田学習センター 式典 学位記授与式・入学者の集い 学位記授与式・入学者の集い（平成28年度） 秋田学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 秋田学習センター 秋田学習センター事務長 廃棄
2017 秋田学習センター 式典 学位記授与式・入学者の集い 学位記授与式・入学者の集い（平成29年度） 秋田学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 秋田学習センター 秋田学習センター事務長 廃棄
2018 秋田学習センター 式典 学位記授与式・入学者の集い 学位記授与式・入学者の集い（平成30年度） 秋田学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 秋田学習センター 秋田学習センター事務長 廃棄
2019 秋田学習センター 式典 学位記授与式・入学者の集い 学位記授与式・入学者の集い（令和元年度） 秋田学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 秋田学習センター 秋田学習センター事務長 廃棄
2016 秋田学習センター 式典 20周年記念式典関係 20周年記念式典関係（平成28年度） 秋田学習センター事務長 2017/4/1 無期限 　 紙 秋田学習センター 秋田学習センター事務長 廃棄
2015 秋田学習センター 人事 身上調書 身上調書（平成27年度） 秋田学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 秋田学習センター 秋田学習センター事務長 廃棄
2016 秋田学習センター 人事 身上調書 身上調書（平成28年度） 秋田学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 秋田学習センター 秋田学習センター事務長 廃棄
2017 秋田学習センター 人事 身上調書 身上調書（平成29年度） 秋田学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 秋田学習センター 秋田学習センター事務長 廃棄
2018 秋田学習センター 人事 身上調書 身上調書（平成30年度） 秋田学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 秋田学習センター 秋田学習センター事務長 廃棄
2019 秋田学習センター 人事 身上調書 身上調書（令和元年度） 秋田学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 秋田学習センター 秋田学習センター事務長 廃棄
2015 秋田学習センター 人事 非常勤講師（面接授業）の委嘱 非常勤講師（面接授業）の委嘱（平成27年度） 秋田学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 秋田学習センター 秋田学習センター事務長 廃棄
2016 秋田学習センター 人事 非常勤講師（面接授業）の委嘱 非常勤講師（面接授業）の委嘱（平成28年度） 秋田学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 秋田学習センター 秋田学習センター事務長 廃棄
2017 秋田学習センター 人事 非常勤講師（面接授業）の委嘱 非常勤講師（面接授業）の委嘱（平成29年度） 秋田学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 秋田学習センター 秋田学習センター事務長 廃棄
2018 秋田学習センター 人事 非常勤講師（面接授業）の委嘱 非常勤講師（面接授業）の委嘱（平成30年度） 秋田学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 秋田学習センター 秋田学習センター事務長 廃棄
2019 秋田学習センター 人事 非常勤講師（面接授業）の委嘱 非常勤講師（面接授業）の委嘱（令和元年度） 秋田学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 秋田学習センター 秋田学習センター事務長 廃棄
2015 秋田学習センター 人事 客員教員の委嘱 客員教員の委嘱（平成27年度） 秋田学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 秋田学習センター 秋田学習センター事務長 廃棄
2016 秋田学習センター 人事 客員教員の委嘱 客員教員の委嘱（平成28年度） 秋田学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 秋田学習センター 秋田学習センター事務長 廃棄
2017 秋田学習センター 人事 客員教員の委嘱 客員教員の委嘱（平成29年度） 秋田学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 秋田学習センター 秋田学習センター事務長 廃棄
2018 秋田学習センター 人事 客員教員の委嘱 客員教員の委嘱（平成30年度） 秋田学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 秋田学習センター 秋田学習センター事務長 廃棄
2019 秋田学習センター 人事 客員教員の委嘱 客員教員の委嘱（令和元年度） 秋田学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 秋田学習センター 秋田学習センター事務長 廃棄
2015 秋田学習センター 人事 非常勤職員記録文書（時間雇用職員） 非常勤職員記録文書（時間雇用職員）（平成27年度） 秋田学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 秋田学習センター 秋田学習センター事務長 廃棄
2016 秋田学習センター 人事 非常勤職員記録文書（時間雇用職員） 非常勤職員記録文書（時間雇用職員）（平成28年度） 秋田学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 秋田学習センター 秋田学習センター事務長 廃棄
2017 秋田学習センター 人事 非常勤職員記録文書（時間雇用職員） 非常勤職員記録文書（時間雇用職員）（平成29年度） 秋田学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 秋田学習センター 秋田学習センター事務長 廃棄
2018 秋田学習センター 人事 非常勤職員記録文書（時間雇用職員） 非常勤職員記録文書（時間雇用職員）（平成30年度） 秋田学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 秋田学習センター 秋田学習センター事務長 廃棄
2019 秋田学習センター 人事 非常勤職員記録文書 非常勤職員記録文書（令和元年度） 秋田学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 秋田学習センター 秋田学習センター事務長 廃棄
2017 秋田学習センター 職員 出勤簿 出勤簿（平成29年度） 秋田学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 秋田学習センター 秋田学習センター事務長 廃棄
2018 秋田学習センター 職員 出勤簿 出勤簿（平成30年度） 秋田学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 秋田学習センター 秋田学習センター事務長 廃棄
2019 秋田学習センター 職員 出勤簿 出勤簿（2019年） 秋田学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 秋田学習センター 秋田学習センター事務長 廃棄
2017 秋田学習センター 職員 勤務状況報告書 勤務状況報告書（平成29年度） 秋田学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 秋田学習センター 秋田学習センター事務長 廃棄
2018 秋田学習センター 職員 勤務状況報告書 勤務状況報告書（平成30年度） 秋田学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 秋田学習センター 秋田学習センター事務長 廃棄
2019 秋田学習センター 職員 勤務状況報告書 勤務時間報告書（令和元年度） 秋田学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 秋田学習センター 秋田学習センター事務長 廃棄
2017 秋田学習センター 職員 兼業 兼業（平成29年度） 秋田学習センター事務長 2018/4/1 3年（兼業終了後） 2021/3/31 紙 秋田学習センター 秋田学習センター事務長 廃棄
2018 秋田学習センター 職員 兼業 兼業（平成30年度） 秋田学習センター事務長 2019/4/1 3年（兼業終了後） 2022/3/31 紙 秋田学習センター 秋田学習センター事務長 廃棄
2019 秋田学習センター 職員 兼業 兼業（令和元年度） 秋田学習センター事務長 2020/4/1 3年（兼業終了後） 2023/3/31 紙 秋田学習センター 秋田学習センター事務長 廃棄
2017 秋田学習センター 職員 諸手当関係 諸手当関係（平成29年度） 秋田学習センター事務長 2018/4/1 3年（支給喪失から） 2021/3/31 紙 秋田学習センター 秋田学習センター事務長 廃棄
2018 秋田学習センター 職員 諸手当関係 諸手当関係（平成30年度） 秋田学習センター事務長 2019/4/1 3年（支給喪失から） 2022/3/31 紙 秋田学習センター 秋田学習センター事務長 廃棄
2019 秋田学習センター 職員 諸手当関係 諸手当関係（令和元年度） 秋田学習センター事務長 2020/4/1 3年（支給喪失から） 2023/3/31 紙 秋田学習センター 秋田学習センター事務長 廃棄
2017 秋田学習センター 職員 勤務時間割振表 勤務時間割振表（平成29年度） 秋田学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 秋田学習センター 秋田学習センター事務長 廃棄
2018 秋田学習センター 職員 勤務時間割振表 勤務時間割振表（平成30年度） 秋田学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 秋田学習センター 秋田学習センター事務長 廃棄
2019 秋田学習センター 職員 勤務時間割振表 勤務時間割振表（令和元年度） 秋田学習センター事務長 2020/4/1 ３年 2023/3/31 紙 秋田学習センター 秋田学習センター事務長 廃棄
2017 秋田学習センター 職員 定期健康診断関係 定期健康診断関係（平成29年度） 秋田学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 秋田学習センター 秋田学習センター事務長 廃棄
2018 秋田学習センター 職員 定期健康診断関係 定期健康診断関係（平成30年度） 秋田学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 秋田学習センター 秋田学習センター事務長 廃棄
2019 秋田学習センター 職員 定期健康診断関係 定期健康診断関係（令和元年度） 秋田学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 秋田学習センター 秋田学習センター事務長 廃棄
2015 秋田学習センター 広報 広報活動 広報活動（平成27年度） 秋田学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 秋田学習センター 秋田学習センター事務長 廃棄
2016 秋田学習センター 広報 広報活動 広報活動（平成28年度） 秋田学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 秋田学習センター 秋田学習センター事務長 廃棄
2017 秋田学習センター 広報 広報活動 広報活動（平成29年度） 秋田学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 秋田学習センター 秋田学習センター事務長 廃棄
2018 秋田学習センター 広報 広報活動 広報活動（平成30年度） 秋田学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 秋田学習センター 秋田学習センター事務長 廃棄
2019 秋田学習センター 広報 広報活動 広報活動（令和元年度） 秋田学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 秋田学習センター 秋田学習センター事務長 廃棄
2015 秋田学習センター 広報 有料広告関係 有料広告関係（平成27年度） 秋田学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 秋田学習センター 秋田学習センター事務長 廃棄
2016 秋田学習センター 広報 有料広告関係 有料広告関係（平成28年度） 秋田学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 秋田学習センター 秋田学習センター事務長 廃棄
2017 秋田学習センター 広報 有料広告関係 有料広告関係（平成29年度） 秋田学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 秋田学習センター 秋田学習センター事務長 廃棄
2018 秋田学習センター 広報 有料広告関係 有料広告関係（平成30年度） 秋田学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 秋田学習センター 秋田学習センター事務長 廃棄
2019 秋田学習センター 広報 有料広告関係 有料広告関係（令和元年度） 秋田学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 秋田学習センター 秋田学習センター事務長 廃棄
2010 秋田学習センター 庶務 旅行命令簿 旅行命令簿（平成22年度） 秋田学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 秋田学習センター 秋田学習センター事務長 廃棄
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2011 秋田学習センター 庶務 旅行命令簿 旅行命令簿（平成23年度） 秋田学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 秋田学習センター 秋田学習センター事務長 廃棄
2012 秋田学習センター 庶務 旅行命令簿 旅行命令簿（平成24年度） 秋田学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 秋田学習センター 秋田学習センター事務長 廃棄
2013 秋田学習センター 庶務 旅行命令簿 旅行命令簿（平成25年度） 秋田学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 秋田学習センター 秋田学習センター事務長 廃棄
2014 秋田学習センター 庶務 旅行命令簿 旅行命令簿（平成26年度） 秋田学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 秋田学習センター 秋田学習センター事務長 廃棄
2015 秋田学習センター 庶務 旅行命令簿 旅行命令簿（平成27年度） 秋田学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 秋田学習センター 秋田学習センター事務長 廃棄
2016 秋田学習センター 庶務 旅行命令簿 旅行命令簿（平成28年度） 秋田学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 秋田学習センター 秋田学習センター事務長 廃棄
2017 秋田学習センター 庶務 旅行命令簿 旅行命令簿（平成29年度） 秋田学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 秋田学習センター 秋田学習センター事務長 廃棄
2018 秋田学習センター 庶務 旅行命令簿 旅行命令簿（平成30年度） 秋田学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 秋田学習センター 秋田学習センター事務長 廃棄
2019 秋田学習センター 庶務 旅行命令簿 旅行命令簿（令和元年度） 秋田学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 秋田学習センター 秋田学習センター事務長 廃棄
2010 秋田学習センター 庶務 旅行復命書 旅行復命書（平成22年度） 秋田学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 秋田学習センター 秋田学習センター事務長 廃棄
2011 秋田学習センター 庶務 旅行復命書 旅行復命書（平成23年度） 秋田学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 秋田学習センター 秋田学習センター事務長 廃棄
2012 秋田学習センター 庶務 旅行復命書 旅行復命書（平成24年度） 秋田学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 秋田学習センター 秋田学習センター事務長 廃棄
2013 秋田学習センター 庶務 旅行復命書 旅行復命書（平成25年度） 秋田学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 秋田学習センター 秋田学習センター事務長 廃棄
2014 秋田学習センター 庶務 旅行復命書 旅行復命書（平成26年度） 秋田学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 秋田学習センター 秋田学習センター事務長 廃棄
2015 秋田学習センター 庶務 旅行復命書 旅行復命書（平成27年度） 秋田学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 秋田学習センター 秋田学習センター事務長 廃棄
2016 秋田学習センター 庶務 旅行復命書 旅行復命書（平成28年度） 秋田学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 秋田学習センター 秋田学習センター事務長 廃棄
2017 秋田学習センター 庶務 旅行復命書 旅行復命書（平成29年度） 秋田学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 秋田学習センター 秋田学習センター事務長 廃棄
2018 秋田学習センター 庶務 旅行復命書 旅行復命書（平成30年度） 秋田学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 秋田学習センター 秋田学習センター事務長 廃棄
2019 秋田学習センター 庶務 旅行復命書 旅行復命書（令和元年度） 秋田学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 秋田学習センター 秋田学習センター事務長 廃棄
2015 秋田学習センター 庶務 文書処理簿 文書処理簿（平成27年度） 秋田学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 秋田学習センター 秋田学習センター事務長 廃棄
2016 秋田学習センター 庶務 文書処理簿 文書処理簿（平成28年度） 秋田学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 秋田学習センター 秋田学習センター事務長 廃棄
2017 秋田学習センター 庶務 文書処理簿 文書処理簿（平成29年度） 秋田学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 秋田学習センター 秋田学習センター事務長 廃棄
2018 秋田学習センター 庶務 文書処理簿 文書処理簿（平成30年度） 秋田学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 秋田学習センター 秋田学習センター事務長 廃棄
2019 秋田学習センター 庶務 文書処理簿 文書処理簿（令和元年度） 秋田学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 秋田学習センター 秋田学習センター事務長 廃棄
2017 秋田学習センター 庶務 利用の手引き 利用の手引き（平成29年度） 秋田学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 秋田学習センター 秋田学習センター事務長 廃棄
2018 秋田学習センター 庶務 利用の手引き 利用の手引き（平成30年度） 秋田学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 秋田学習センター 秋田学習センター事務長 廃棄
2019 秋田学習センター 庶務 利用の手引き 利用の手引き（令和元年度） 秋田学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 秋田学習センター 秋田学習センター事務長 廃棄
2017 秋田学習センター 庶務 学内通知等 学内通知等（平成29年度） 秋田学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 秋田学習センター 秋田学習センター事務長 廃棄
2018 秋田学習センター 庶務 学内通知等 学内通知等（平成30年度） 秋田学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 秋田学習センター 秋田学習センター事務長 廃棄
2019 秋田学習センター 庶務 学内通知等 学内通知等（令和元年度） 秋田学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 秋田学習センター 秋田学習センター事務長 廃棄
2015 秋田学習センター 面接授業 面接授業 面接授業（平成27年度） 秋田学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 秋田学習センター 秋田学習センター事務長 廃棄
2016 秋田学習センター 面接授業 面接授業 面接授業（平成28年度） 秋田学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 秋田学習センター 秋田学習センター事務長 廃棄
2017 秋田学習センター 面接授業 面接授業 面接授業（平成29年度） 秋田学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 秋田学習センター 秋田学習センター事務長 廃棄
2018 秋田学習センター 面接授業 面接授業 面接授業（平成30年度） 秋田学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 秋田学習センター 秋田学習センター事務長 廃棄
2019 秋田学習センター 面接授業 面接授業 面接授業（令和元年度） 秋田学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 秋田学習センター 秋田学習センター事務長 廃棄
2015 秋田学習センター 教務関係 単位互換協定・特別聴講生 単位互換協定・特別聴講生（平成27年度） 秋田学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 秋田学習センター 秋田学習センター事務長 廃棄
2015 秋田学習センター 教務関係 体育実技履修関連一覧 体育実技履修関連一覧（平成27年度） 秋田学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 秋田学習センター 秋田学習センター事務長 廃棄
2017 秋田学習センター 教務関係 体育実技履修関連一覧 体育実技履修関連一覧（平成28年度） 秋田学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 秋田学習センター 秋田学習センター事務長 廃棄
2017 秋田学習センター 教務関係 体育実技履修関連一覧 体育実技履修関連一覧（平成29年度） 秋田学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 秋田学習センター 秋田学習センター事務長 廃棄
2018 秋田学習センター 教務関係 体育実技履修関連一覧 体育実技履修関連一覧（平成30年度） 秋田学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 秋田学習センター 秋田学習センター事務長 廃棄
2019 秋田学習センター 教務関係 体育実技履修関連一覧 体育実技関係（令和元年度） 秋田学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 秋田学習センター 秋田学習センター事務長 廃棄
2015 秋田学習センター 教務関係 教員免許状更新関係 教員免許状更新関係（平成27年度） 秋田学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 秋田学習センター 秋田学習センター事務長 廃棄
2016 秋田学習センター 教務関係 教員免許状更新関係 教員免許状更新関係（平成28年度） 秋田学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 秋田学習センター 秋田学習センター事務長 廃棄
2017 秋田学習センター 教務関係 教員免許状更新関係 教員免許状更新関係（平成29年度） 秋田学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 秋田学習センター 秋田学習センター事務長 廃棄
2018 秋田学習センター 教務関係 教員免許状更新関係 教員免許状更新関係（平成30年度） 秋田学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 秋田学習センター 秋田学習センター事務長 廃棄
2019 秋田学習センター 教務関係 教員免許状更新関係 教員免許更新講習関係（令和元年度） 秋田学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 秋田学習センター 秋田学習センター事務長 廃棄
2015 秋田学習センター 教務関係 修学上の特別措置 修学上の特別措置（平成27年度） 秋田学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 秋田学習センター 秋田学習センター事務長 廃棄
2016 秋田学習センター 教務関係 修学上の特別措置 修学上の特別措置（平成28年度） 秋田学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 秋田学習センター 秋田学習センター事務長 廃棄
2017 秋田学習センター 教務関係 修学上の特別措置 修学上の特別措置（平成29年度） 秋田学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 秋田学習センター 秋田学習センター事務長 廃棄
2018 秋田学習センター 教務関係 修学上の特別措置 修学上の特別措置（平成30年度） 秋田学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 秋田学習センター 秋田学習センター事務長 廃棄
2019 秋田学習センター 教務関係 修学上の特別措置 修学上の特別措置（令和元年度） 秋田学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 秋田学習センター 秋田学習センター事務長 廃棄
2015 秋田学習センター 学生関係 奨学金関係 奨学金関係（平成27年度） 秋田学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 秋田学習センター 秋田学習センター事務長 廃棄
2016 秋田学習センター 学生関係 奨学金関係 奨学金関係（平成28年度） 秋田学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 秋田学習センター 秋田学習センター事務長 廃棄
2017 秋田学習センター 学生関係 奨学金関係 奨学金関係（平成29年度） 秋田学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 秋田学習センター 秋田学習センター事務長 廃棄
2018 秋田学習センター 学生関係 奨学金関係 奨学金関係（平成30年度） 秋田学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 秋田学習センター 秋田学習センター事務長 廃棄
2019 秋田学習センター 学生関係 奨学金関係 奨学金関係（令和元年度） 秋田学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 秋田学習センター 秋田学習センター事務長 廃棄
2015 秋田学習センター 学生関係 所長表彰関係 所長表彰関係（平成27年度） 秋田学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 秋田学習センター 秋田学習センター事務長 廃棄
2016 秋田学習センター 学生関係 所長表彰関係 所長表彰関係（平成28年度） 秋田学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 秋田学習センター 秋田学習センター事務長 廃棄
2017 秋田学習センター 学生関係 所長表彰関係 所長表彰関係（平成29年度） 秋田学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 秋田学習センター 秋田学習センター事務長 廃棄
2018 秋田学習センター 学生関係 所長表彰関係 所長表彰関係（平成30年度） 秋田学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 秋田学習センター 秋田学習センター事務長 廃棄
2019 秋田学習センター 学生関係 所長表彰関係 所長表彰関係（令和元年度） 秋田学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 秋田学習センター 秋田学習センター事務長 廃棄
2015 秋田学習センター 学生関係 機関誌「ばっけ」 機関誌「ばっけ」（平成27年度） 秋田学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 秋田学習センター 秋田学習センター事務長 廃棄
2016 秋田学習センター 学生関係 機関誌「ばっけ」 機関誌「ばっけ」（平成28年度） 秋田学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 秋田学習センター 秋田学習センター事務長 廃棄
2017 秋田学習センター 学生関係 機関誌「ばっけ」 機関誌「ばっけ」（平成29年度） 秋田学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 秋田学習センター 秋田学習センター事務長 廃棄
2018 秋田学習センター 学生関係 機関誌「ばっけ」 機関誌「ばっけ」（平成30年度） 秋田学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 秋田学習センター 秋田学習センター事務長 廃棄
2019 秋田学習センター 学生関係 機関誌「ばっけ」 機関誌「ばっけ」（令和元年度） 秋田学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 秋田学習センター 秋田学習センター事務長 廃棄
2017 秋田学習センター 学生関係 学生団体関係 学生団体関係（平成29年度） 秋田学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 秋田学習センター 秋田学習センター事務長 廃棄
2018 秋田学習センター 学生関係 学生団体関係 学生団体関係（平成30年度） 秋田学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 秋田学習センター 秋田学習センター事務長 廃棄
2019 秋田学習センター 学生関係 学生団体関係 学生団体関係（令和元年度） 秋田学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 秋田学習センター 秋田学習センター事務長 廃棄
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2015 秋田学習センター 学生関係 学生研修旅行 学生研修旅行（平成27年度） 秋田学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 秋田学習センター 秋田学習センター事務長 廃棄
2016 秋田学習センター 学生関係 学生研修旅行 学生研修旅行（平成28年度） 秋田学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 秋田学習センター 秋田学習センター事務長 廃棄
2017 秋田学習センター 学生関係 学生研修旅行 学生研修旅行（平成29年度） 秋田学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 秋田学習センター 秋田学習センター事務長 廃棄
2018 秋田学習センター 学生関係 学生研修旅行 学生研修旅行（平成30年度） 秋田学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 秋田学習センター 秋田学習センター事務長 廃棄
2019 秋田学習センター 学生関係 学生研修旅行 学生研修旅行（令和元年度） 秋田学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 秋田学習センター 秋田学習センター事務長 廃棄
2017 秋田学習センター 学生関係 さまざま展示会 さまざま展示会（平成29年度） 秋田学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 秋田学習センター 秋田学習センター事務長 廃棄
2018 秋田学習センター 学生関係 さまざま展示会 さまざま展示会（平成30年度） 秋田学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 秋田学習センター 秋田学習センター事務長 廃棄
2019 秋田学習センター 学生関係 さまざま展示会 さまざま展示会（令和元年度） 秋田学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 秋田学習センター 秋田学習センター事務長 廃棄
2017 秋田学習センター 学生関係 学生アドバイザー関係 学生アドバイザー関係（平成29年度） 秋田学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 秋田学習センター 秋田学習センター事務長 廃棄
2018 秋田学習センター 学生関係 学生アドバイザー関係 学生アドバイザー関係（平成30年度） 秋田学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 秋田学習センター 秋田学習センター事務長 廃棄
2019 秋田学習センター 学生関係 学生アドバイザー関係 学生アドバイザー関係（令和元年度） 秋田学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 秋田学習センター 秋田学習センター事務長 廃棄
2017 秋田学習センター 証明書 各種証明書発行関係 各種証明書発行関係（平成29年度） 秋田学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 秋田学習センター 秋田学習センター事務長 廃棄
2018 秋田学習センター 証明書 各種証明書発行関係 各種証明書発行関係（平成30年度） 秋田学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 秋田学習センター 秋田学習センター事務長 廃棄
2019 秋田学習センター 証明書 各種証明書発行関係 各種証明書発行関係（令和元年度） 秋田学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 秋田学習センター 秋田学習センター事務長 廃棄
2015 秋田学習センター 入試 大学院入学試験 大学院入学試験（平成27年度） 秋田学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 秋田学習センター 秋田学習センター事務長 廃棄
2016 秋田学習センター 入試 大学院入学試験 大学院入学試験（平成28年度） 秋田学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 秋田学習センター 秋田学習センター事務長 廃棄
2017 秋田学習センター 入試 大学院入学試験 大学院入学試験（平成29年度） 秋田学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 秋田学習センター 秋田学習センター事務長 廃棄
2018 秋田学習センター 入試 大学院入学試験 大学院入学試験（平成30年度） 秋田学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 秋田学習センター 秋田学習センター事務長 廃棄
2019 秋田学習センター 入試 大学院入学試験 大学院入学試験（令和元年度） 秋田学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 秋田学習センター 秋田学習センター事務長 廃棄
2015 秋田学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験 単位認定試験（平成27年度） 秋田学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 秋田学習センター 秋田学習センター事務長 廃棄
2016 秋田学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験 単位認定試験（平成28年度） 秋田学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 秋田学習センター 秋田学習センター事務長 廃棄
2017 秋田学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験 単位認定試験（平成29年度） 秋田学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 秋田学習センター 秋田学習センター事務長 廃棄
2018 秋田学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験 単位認定試験（平成30年度） 秋田学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 秋田学習センター 秋田学習センター事務長 廃棄
2019 秋田学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験 単位認定試験（令和元年度） 秋田学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 秋田学習センター 秋田学習センター事務長 廃棄
2010 秋田学習センター 会計 支払済額報告書 支払済額報告書（平成22年度） 秋田学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 秋田学習センター 秋田学習センター事務長 廃棄
2011 秋田学習センター 会計 支払済額報告書 支払済額報告書（平成23年度） 秋田学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 秋田学習センター 秋田学習センター事務長 廃棄
2012 秋田学習センター 会計 支払済額報告書 支払済額報告書（平成24年度） 秋田学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 秋田学習センター 秋田学習センター事務長 廃棄
2010 秋田学習センター 会計 前渡資金出納簿 前渡資金出納簿（平成22年度） 秋田学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 秋田学習センター 秋田学習センター事務長 廃棄
2011 秋田学習センター 会計 前渡資金出納簿 前渡資金出納簿（平成23年度） 秋田学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 秋田学習センター 秋田学習センター事務長 廃棄
2012 秋田学習センター 会計 前渡資金出納簿 前渡資金出納簿（平成24年度） 秋田学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 秋田学習センター 秋田学習センター事務長 廃棄
2013 秋田学習センター 会計 前渡資金出納簿 前渡資金出納簿（平成25年度） 秋田学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 秋田学習センター 秋田学習センター事務長 廃棄
2014 秋田学習センター 会計 前渡資金出納簿 前渡資金出納簿（平成26年度） 秋田学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 秋田学習センター 秋田学習センター事務長 廃棄
2015 秋田学習センター 会計 前渡資金出納簿 前渡資金出納簿（平成27年度） 秋田学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 秋田学習センター 秋田学習センター事務長 廃棄
2016 秋田学習センター 会計 前渡資金出納簿 前渡資金出納簿（平成28年度） 秋田学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 秋田学習センター 秋田学習センター事務長 廃棄
2017 秋田学習センター 会計 前渡資金出納簿 前渡資金出納簿（平成29年度） 秋田学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 秋田学習センター 秋田学習センター事務長 廃棄
2018 秋田学習センター 会計 前渡資金出納簿 前渡資金出納簿（平成30年度） 秋田学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 秋田学習センター 秋田学習センター事務長 廃棄
2019 秋田学習センター 会計 前渡資金出納簿 前渡資金出納簿（令和元年度） 秋田学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 秋田学習センター 秋田学習センター事務長 廃棄
2010 秋田学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等受払簿（平成22年度） 秋田学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 秋田学習センター 秋田学習センター事務長 廃棄
2011 秋田学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等受払簿（平成23年度） 秋田学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 秋田学習センター 秋田学習センター事務長 廃棄
2012 秋田学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等受払簿（平成24年度） 秋田学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 秋田学習センター 秋田学習センター事務長 廃棄
2013 秋田学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等受払簿（平成25年度） 秋田学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 秋田学習センター 秋田学習センター事務長 廃棄
2014 秋田学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等受払簿（平成26年度） 秋田学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 秋田学習センター 秋田学習センター事務長 廃棄
2015 秋田学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等受払簿（平成27年度） 秋田学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 秋田学習センター 秋田学習センター事務長 廃棄
2016 秋田学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等受払簿（平成28年度） 秋田学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 秋田学習センター 秋田学習センター事務長 廃棄
2017 秋田学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等受払簿（平成29年度） 秋田学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 秋田学習センター 秋田学習センター事務長 廃棄
2018 秋田学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等受払簿（平成30年度） 秋田学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 秋田学習センター 秋田学習センター事務長 廃棄
2019 秋田学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等受払簿（令和元年度） 秋田学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 秋田学習センター 秋田学習センター事務長 廃棄
2010 秋田学習センター 会計 出納員・現金払込 出納員・現金払込（平成22年度） 秋田学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 秋田学習センター 秋田学習センター事務長 廃棄
2011 秋田学習センター 会計 出納員・現金払込 出納員・現金払込（平成23年度） 秋田学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 秋田学習センター 秋田学習センター事務長 廃棄
2012 秋田学習センター 会計 出納員・現金払込 出納員・現金払込（平成24年度） 秋田学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 秋田学習センター 秋田学習センター事務長 廃棄
2013 秋田学習センター 会計 出納員・現金払込 出納員・現金払込（平成25年度） 秋田学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 秋田学習センター 秋田学習センター事務長 廃棄
2014 秋田学習センター 会計 出納員・現金払込 出納員・現金払込（平成26年度） 秋田学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 秋田学習センター 秋田学習センター事務長 廃棄
2015 秋田学習センター 会計 出納員・現金払込 出納員・現金払込（平成27年度） 秋田学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 秋田学習センター 秋田学習センター事務長 廃棄
2016 秋田学習センター 会計 出納員・現金払込 出納員・現金払込（平成28年度） 秋田学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 秋田学習センター 秋田学習センター事務長 廃棄
2017 秋田学習センター 会計 出納員・現金払込 出納員・現金払込（平成29年度） 秋田学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 秋田学習センター 秋田学習センター事務長 廃棄
2018 秋田学習センター 会計 出納員・現金払込 出納員・現金払込（平成30年度） 秋田学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 秋田学習センター 秋田学習センター事務長 廃棄
2019 秋田学習センター 会計 出納員・現金払込 出納員・現金払込（令和元年度） 秋田学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 秋田学習センター 秋田学習センター事務長 廃棄
2010 秋田学習センター 会計 現金出納簿 現金出納簿（平成22年度） 秋田学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 秋田学習センター 秋田学習センター事務長 廃棄
2011 秋田学習センター 会計 現金出納簿 現金出納簿（平成23年度） 秋田学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 秋田学習センター 秋田学習センター事務長 廃棄
2012 秋田学習センター 会計 現金出納簿 現金出納簿（平成24年度） 秋田学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 秋田学習センター 秋田学習センター事務長 廃棄
2013 秋田学習センター 会計 現金出納簿 現金出納簿（平成25年度） 秋田学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 秋田学習センター 秋田学習センター事務長 廃棄
2014 秋田学習センター 会計 現金出納簿 現金出納簿（平成26年度） 秋田学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 秋田学習センター 秋田学習センター事務長 廃棄
2015 秋田学習センター 会計 現金出納簿 現金出納簿（平成27年度） 秋田学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 秋田学習センター 秋田学習センター事務長 廃棄
2016 秋田学習センター 会計 現金出納簿 現金出納簿（平成28年度） 秋田学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 秋田学習センター 秋田学習センター事務長 廃棄
2017 秋田学習センター 会計 現金出納簿 現金出納簿（平成29年度） 秋田学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 秋田学習センター 秋田学習センター事務長 廃棄
2018 秋田学習センター 会計 現金出納簿 現金出納簿（平成30年度） 秋田学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 秋田学習センター 秋田学習センター事務長 廃棄
2019 秋田学習センター 会計 現金出納簿 現金出納簿（令和元年度） 秋田学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 秋田学習センター 秋田学習センター事務長 廃棄
2010 秋田学習センター 会計 物品取得及び修繕（役務）請求書 物品取得及び修繕（役務）請求書（平成22年度） 秋田学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 秋田学習センター 秋田学習センター事務長 廃棄
2011 秋田学習センター 会計 物品取得及び修繕（役務）請求書 物品取得及び修繕（役務）請求書（平成23年度） 秋田学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 秋田学習センター 秋田学習センター事務長 廃棄
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措置結果
2012 秋田学習センター 会計 物品取得及び修繕（役務）請求書 物品取得及び修繕（役務）請求書（平成24年度） 秋田学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 秋田学習センター 秋田学習センター事務長 廃棄
2013 秋田学習センター 会計 物品取得及び修繕（役務）請求書 物品取得及び修繕（役務）請求書（平成25年度） 秋田学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 秋田学習センター 秋田学習センター事務長 廃棄
2014 秋田学習センター 会計 物品取得及び修繕（役務）請求書 物品取得及び修繕（役務）請求書（平成26年度） 秋田学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 秋田学習センター 秋田学習センター事務長 廃棄
2015 秋田学習センター 会計 物品取得及び修繕（役務）請求書 物品取得及び修繕（役務）請求書（平成27年度） 秋田学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 秋田学習センター 秋田学習センター事務長 廃棄
2016 秋田学習センター 会計 物品取得及び修繕（役務）請求書 物品取得及び修繕（役務）請求書（平成28年度） 秋田学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 秋田学習センター 秋田学習センター事務長 廃棄
2017 秋田学習センター 会計 物品取得及び修繕（役務）請求書 物品取得及び修繕（役務）請求書（平成29年度） 秋田学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 秋田学習センター 秋田学習センター事務長 廃棄
2018 秋田学習センター 会計 物品取得及び修繕（役務）請求書 物品取得及び修繕（役務）請求書（平成30年度） 秋田学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 秋田学習センター 秋田学習センター事務長 廃棄
2019 秋田学習センター 会計 物品取得及び修繕（役務）請求書 物品取得及び修繕（役務）請求書（令和元年度） 秋田学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 秋田学習センター 秋田学習センター事務長 廃棄
2010 秋田学習センター 会計 予算・会計関係 予算・会計関係（平成22年度） 秋田学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 秋田学習センター 秋田学習センター事務長 廃棄
2011 秋田学習センター 会計 予算・会計関係 予算・会計関係（平成23年度） 秋田学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 秋田学習センター 秋田学習センター事務長 廃棄
2012 秋田学習センター 会計 予算・会計関係 予算・会計関係（平成24年度） 秋田学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 秋田学習センター 秋田学習センター事務長 廃棄
2013 秋田学習センター 会計 予算・会計関係 予算・会計関係（平成25年度） 秋田学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 秋田学習センター 秋田学習センター事務長 廃棄
2014 秋田学習センター 会計 予算・会計関係 予算・会計関係（平成26年度） 秋田学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 秋田学習センター 秋田学習センター事務長 廃棄
2015 秋田学習センター 会計 予算・会計関係 予算・会計関係（平成27年度） 秋田学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 秋田学習センター 秋田学習センター事務長 廃棄
2016 秋田学習センター 会計 予算・会計関係 予算・会計関係（平成28年度） 秋田学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 秋田学習センター 秋田学習センター事務長 廃棄
2017 秋田学習センター 会計 予算・会計関係 予算・会計関係（平成29年度） 秋田学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 秋田学習センター 秋田学習センター事務長 廃棄
2018 秋田学習センター 会計 予算・会計関係 予算・会計関係（平成30年度） 秋田学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 秋田学習センター 秋田学習センター事務長 廃棄
2019 秋田学習センター 会計 予算・会計関係 予算・会計関係（令和元年度） 秋田学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 秋田学習センター 秋田学習センター事務長 廃棄
2011 秋田学習センター 会計 年間契約関係 年間契約関係（平成23年度） 秋田学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 秋田学習センター 秋田学習センター事務長 廃棄
2012 秋田学習センター 会計 年間契約関係 年間契約関係（平成24年度） 秋田学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 秋田学習センター 秋田学習センター事務長 廃棄
2013 秋田学習センター 会計 年間契約関係 年間契約関係（平成25年度） 秋田学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 秋田学習センター 秋田学習センター事務長 廃棄
2014 秋田学習センター 会計 年間契約関係 年間契約関係（平成26年度） 秋田学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 秋田学習センター 秋田学習センター事務長 廃棄
2015 秋田学習センター 会計 年間契約関係 年間契約関係（平成27年度） 秋田学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 秋田学習センター 秋田学習センター事務長 廃棄
2016 秋田学習センター 会計 年間契約関係 年間契約関係（平成28年度） 秋田学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 秋田学習センター 秋田学習センター事務長 廃棄
2017 秋田学習センター 会計 年間契約関係 年間契約関係（平成29年度） 秋田学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 秋田学習センター 秋田学習センター事務長 廃棄
2018 秋田学習センター 会計 年間契約関係 年間契約関係（平成30年度） 秋田学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 秋田学習センター 秋田学習センター事務長 廃棄
2019 秋田学習センター 会計 年間契約関係 年間契約関係（令和元年度） 秋田学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 秋田学習センター 秋田学習センター事務長 廃棄
1995 山形学習センター 式典 学習センター開所式 学習センター開所式（平成７年度） 山形学習センター事務長 1996/4/1 無期限 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 廃棄
2005 山形学習センター 式典 周年式典 周年式典（10周年式典平成１７年度） 山形学習センター事務長 2006/4/1 無期限 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 廃棄
2015 山形学習センター 式典 周年式典 周年式典（２0周年式典平成２７年度） 山形学習センター事務長 2016/4/1 無期限 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 廃棄
2010 山形学習センター 式典 学位授与式・入学者の集い 学位授与式・入学者の集い（平成２２年度） 山形学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 総務係 廃棄
2011 山形学習センター 式典 学位授与式・入学者の集い 学位授与式・入学者の集い（平成２３年度） 山形学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 総務係 廃棄
2012 山形学習センター 式典 学位授与式・入学者の集い 学位授与式・入学者の集い（平成２４年度） 山形学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 総務係 廃棄
2013 山形学習センター 式典 学位授与式・入学者の集い 学位授与式・入学者の集い（平成２５年度） 山形学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 総務係 廃棄
2014 山形学習センター 式典 学位授与式・入学者の集い 学位授与式・入学者の集い（平成２６年度） 山形学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 総務係 廃棄
2015 山形学習センター 式典 学位授与式・入学者の集い 学位授与式・入学者の集い（平成２７年度） 山形学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 総務係 廃棄
2016 山形学習センター 式典 学位授与式・入学者の集い 学位記授与式・入学者の集い（平成２８年度） 山形学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 総務係 廃棄
2017 山形学習センター 式典 学位授与式・入学者の集い 学位記授与式・入学者の集い（平成２９年度） 山形学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 総務係 廃棄
2018 山形学習センター 式典 学位授与式・入学者の集い 学位記授与式・入学者の集い（平成３０年度） 山形学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 総務係 廃棄
2019 山形学習センター 式典 学位授与式・入学者の集い 学位記授与式・入学者の集い（令和１年度） 山形学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 総務係 廃棄
2017 山形学習センター 管理運営 監事・監査関係 監事・監査関係（平成２９年度） 山形学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 総務係 廃棄
2017 山形学習センター 管理運営 危機管理関係 危機管理関係（平成２９年度） 山形学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 事務長 廃棄
2018 山形学習センター 管理運営 危機管理関係 危機管理関係（平成３０年度） 山形学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 事務長 廃棄
2019 山形学習センター 管理運営 危機管理関係 危機管理関係（令和１年度） 山形学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 事務長 廃棄
2015 山形学習センター 人事 常勤職員記録文書 常勤職員記録文書（平成２７年度） 山形学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 事務長 廃棄
2016 山形学習センター 人事 常勤職員記録文書 常勤職員記録文書（平成２８年度） 山形学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 事務長 廃棄
2017 山形学習センター 人事 常勤職員記録文書 常勤職員記録文書（平成２９年度） 山形学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 事務長 廃棄
2018 山形学習センター 人事 常勤職員記録文書 常勤職員記録文書（平成３０年度） 山形学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 事務長 廃棄
2019 山形学習センター 人事 常勤職員記録文書 常勤職員記録文書（令和１年度） 山形学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 事務長 廃棄
2015 山形学習センター 人事 客員・非常勤講師関係 客員・非常勤講師関係（平成２７年度） 山形学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 事務長 廃棄
2016 山形学習センター 人事 客員・非常勤講師関係 客員・非常勤講師関係（平成２８年度） 山形学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 事務長 廃棄
2017 山形学習センター 人事 客員・非常勤講師関係 客員・非常勤講師関係（平成２９年度） 山形学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 事務長 廃棄
2018 山形学習センター 人事 客員・非常勤講師関係 客員・非常勤講師関係（平成３０年度） 山形学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 事務長 廃棄
2019 山形学習センター 人事 客員・非常勤講師関係 客員・非常勤講師関係（令和１年度） 山形学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 事務長 廃棄
2015 山形学習センター 人事 非常勤職員記録文書（時間雇用職員含む） 非常勤職員記録文書（時間雇用職員含む）（平成２７年度） 山形学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 事務長 廃棄
2016 山形学習センター 人事 非常勤職員記録文書（時間雇用職員含む） 非常勤職員記録文書（時間雇用職員含む）（平成２８年度） 山形学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 事務長 廃棄
2017 山形学習センター 人事 非常勤職員記録文書（時間雇用職員含む） 非常勤職員記録文書（時間雇用職員含む）（平成２９年度） 山形学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 事務長 廃棄
2018 山形学習センター 人事 非常勤職員記録文書（時間雇用職員含む） 非常勤職員記録文書（時間雇用職員含む）（平成３０年度） 山形学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 事務長 廃棄
2019 山形学習センター 人事 非常勤職員記録文書（時間雇用職員含む） 非常勤職員記録文書（時間雇用職員含む）（令和１年度） 山形学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 事務長 廃棄
2017 山形学習センター 諸会議 ブロック会議 ブロック会議（平成２９年度） 山形学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 事務長 廃棄
2018 山形学習センター 諸会議 ブロック会議 ブロック会議（平成３０年度） 山形学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 事務長 廃棄
2019 山形学習センター 諸会議 ブロック会議 ブロック会議（令和１年度） 山形学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 事務長 廃棄
2017 山形学習センター 諸会議 学習センター連絡会議 学習センター連絡会議（平成２９年度） 山形学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 事務長 廃棄
2018 山形学習センター 諸会議 学習センター連絡会議 学習センター連絡会議（平成３０年度） 山形学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 事務長 廃棄
2019 山形学習センター 諸会議 学習センター連絡会議 学習センター連絡会議（令和１年度） 山形学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 事務長 廃棄
2017 山形学習センター 諸会議 所長会議 所長会議（平成２９年度） 山形学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 廃棄
2018 山形学習センター 諸会議 所長会議 所長会議（平成３０年度） 山形学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 廃棄
2019 山形学習センター 諸会議 所長会議 所長会議（令和１年度） 山形学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 廃棄
2017 山形学習センター 諸会議 事務長会議 事務長会議（平成２９年度） 山形学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 事務長 廃棄
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措置結果
2018 山形学習センター 諸会議 事務長会議 事務長会議（平成３０年度） 山形学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 事務長 廃棄
2019 山形学習センター 諸会議 事務長会議 事務長会議（令和１年度） 山形学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 事務長 廃棄
2015 山形学習センター 広報 センター機関紙 センター機関紙（平成２７年度） 山形学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 庶務係 廃棄
2016 山形学習センター 広報 センター機関紙 センター機関紙（平成２８年度） 山形学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 庶務係 廃棄
2017 山形学習センター 広報 センター機関紙 センター機関紙（平成２９年度） 山形学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 庶務係 廃棄
2018 山形学習センター 広報 センター機関紙 センター機関紙（平成３０年度） 山形学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 庶務係 廃棄
2019 山形学習センター 広報 センター機関紙 センター機関紙（令和１年度） 山形学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 庶務係 廃棄
2015 山形学習センター 広報 広報関係（学生募集活動関係含む） 広報関係（学生募集活動関係含む）（平成２７年度） 山形学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 総務係 廃棄
2016 山形学習センター 広報 広報関係（学生募集活動関係含む） 広報関係（学生募集活動関係含む）（平成２８年度） 山形学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 総務係 廃棄
2017 山形学習センター 広報 広報関係（学生募集活動関係含む） 広報関係（学生募集活動関係含む）（平成２９年度） 山形学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 総務係 廃棄
2018 山形学習センター 広報 広報関係（学生募集活動関係含む） 広報関係（学生募集活動関係含む）（平成３０年度） 山形学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 総務係 廃棄
2019 山形学習センター 広報 広報関係（学生募集活動関係含む） 広報関係（学生募集活動関係含む）（令和１年度） 山形学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 総務係 廃棄
2015 山形学習センター 広報 公開講演会 公開講演会（平成２７年度） 山形学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 教務係 廃棄
2016 山形学習センター 広報 公開講演会 公開講演会（平成２８年度） 山形学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 教務係 廃棄
2017 山形学習センター 広報 公開講演会 公開講演会（平成２９年度） 山形学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 教務係 廃棄
2018 山形学習センター 広報 公開講演会 公開講演会（平成３０年度） 山形学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 教務係 廃棄
2019 山形学習センター 広報 公開講演会 公開講演会（令和１年度） 山形学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 教務係 廃棄
2015 山形学習センター 庶務 法人文書ファイル管理簿等 法人文書ファイル管理簿等（平成２７年度） 山形学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 庶務係 廃棄
2016 山形学習センター 庶務 法人文書ファイル管理簿等 法人文書ファイル管理簿等（平成２８年度） 山形学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 庶務係 廃棄
2017 山形学習センター 庶務 法人文書ファイル管理簿等 法人文書ファイル管理簿等（平成２９年度） 山形学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 庶務係 廃棄
2018 山形学習センター 庶務 法人文書ファイル管理簿等 法人文書ファイル管理簿等（平成３０年度） 山形学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 庶務係 廃棄
2019 山形学習センター 庶務 法人文書ファイル管理簿等 法人文書ファイル管理簿等（令和１年度） 山形学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 庶務係 廃棄
2010 山形学習センター 庶務 自家用車・レンタカー業務使用許可申請書 自家用車・レンタカー業務使用許可申請書（平成２２年度） 山形学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 会計係 廃棄
2011 山形学習センター 庶務 自家用車・レンタカー業務使用許可申請書 自家用車・レンタカー業務使用許可申請書（平成２３年度） 山形学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 会計係 廃棄
2012 山形学習センター 庶務 自家用車・レンタカー業務使用許可申請書 自家用車・レンタカー業務使用許可申請書（平成２４年度） 山形学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 会計係 廃棄
2013 山形学習センター 庶務 自家用車・レンタカー業務使用許可申請書 自家用車・レンタカー業務使用許可申請書（平成２５年度） 山形学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 会計係 廃棄
2014 山形学習センター 庶務 自家用車・レンタカー業務使用許可申請書 自家用車・レンタカー業務使用許可申請書（平成２６年度） 山形学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 会計係 廃棄
2015 山形学習センター 庶務 自家用車・レンタカー業務使用許可申請書 自家用車・レンタカー業務使用許可申請書（平成２７年度） 山形学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 会計係 廃棄
2016 山形学習センター 庶務 自家用車・レンタカー業務使用許可申請書 自家用車・レンタカー業務使用許可申請書（平成２８年度） 山形学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 会計係 廃棄
2017 山形学習センター 庶務 自家用車・レンタカー業務使用許可申請書 自家用車・レンタカー業務使用許可申請書（平成２９年度） 山形学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 会計係 廃棄
2018 山形学習センター 庶務 自家用車・レンタカー業務使用許可申請書 自家用車・レンタカー業務使用許可申請書（平成３０年度） 山形学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 会計係 廃棄
2019 山形学習センター 庶務 自家用車・レンタカー業務使用許可申請書 自家用車・レンタカー業務使用許可申請書（令和１年度） 山形学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 会計係 廃棄
2010 山形学習センター 庶務 物品供用簿 物品供用簿（平成２２年度） 山形学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 会計係 廃棄
2011 山形学習センター 庶務 物品供用簿 物品供用簿（平成２３年度） 山形学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 会計係 廃棄
2012 山形学習センター 庶務 物品供用簿 物品供用簿（平成２４年度） 山形学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 会計係 廃棄
2013 山形学習センター 庶務 物品供用簿 物品供用簿（平成２５年度） 山形学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 会計係 廃棄
2014 山形学習センター 庶務 物品供用簿 物品供用簿（平成２６年度） 山形学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 会計係 廃棄
2015 山形学習センター 庶務 物品供用簿 物品供用簿（平成２７年度） 山形学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 会計係 廃棄
2016 山形学習センター 庶務 物品供用簿 物品供用簿（平成２８年度） 山形学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 会計係 廃棄
2017 山形学習センター 庶務 物品供用簿 物品供用簿（平成２９年度） 山形学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 会計係 廃棄
2018 山形学習センター 庶務 物品供用簿 物品供用簿（平成３０年度） 山形学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 会計係 廃棄
2019 山形学習センター 庶務 物品供用簿 物品供用簿（令和１年度） 山形学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 会計係 廃棄
2015 山形学習センター 庶務 文書処理簿 文書処理簿（平成２７年度） 山形学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 庶務係 廃棄
2016 山形学習センター 庶務 文書処理簿 文書処理簿（平成２８年度） 山形学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 庶務係 廃棄
2017 山形学習センター 庶務 文書処理簿 文書処理簿（平成２９年度） 山形学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 庶務係 廃棄
2018 山形学習センター 庶務 文書処理簿 文書処理簿（平成３０年度） 山形学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 庶務係 廃棄
2019 山形学習センター 庶務 文書処理簿 文書処理簿（令和１年度） 山形学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 庶務係 廃棄
2015 山形学習センター 庶務 公印使用簿 公印使用簿（平成２７年度） 山形学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 庶務係 廃棄
2016 山形学習センター 庶務 公印使用簿 公印使用簿（平成２８年度） 山形学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 庶務係 廃棄
2017 山形学習センター 庶務 公印使用簿 公印使用簿（平成２９年度） 山形学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 庶務係 廃棄
2018 山形学習センター 庶務 公印使用簿 公印使用簿（平成３０年度） 山形学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 庶務係 廃棄
2019 山形学習センター 庶務 公印使用簿 公印使用簿（令和１年度） 山形学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 庶務係 廃棄
2015 山形学習センター 庶務 利用の手引 利用の手引（平成２７年度） 山形学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 庶務係 廃棄
2016 山形学習センター 庶務 利用の手引 利用の手引（平成２８年度） 山形学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 庶務係 廃棄
2017 山形学習センター 庶務 利用の手引 利用の手引（平成２９年度） 山形学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 庶務係 廃棄
2018 山形学習センター 庶務 利用の手引 利用の手引（平成３０年度） 山形学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 庶務係 廃棄
2019 山形学習センター 庶務 利用の手引 利用の手引（令和１年度） 山形学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 庶務係 廃棄
2010 山形学習センター 会計 旅費関係書類・復命書 旅費関係書類・復命書（平成２２年度） 山形学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 会計係 廃棄
2011 山形学習センター 会計 旅費関係書類・復命書 旅費関係書類・復命書（平成２３年度） 山形学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 会計係 廃棄
2012 山形学習センター 会計 旅費関係書類・復命書 旅費関係書類・復命書（平成２４年度） 山形学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 会計係 廃棄
2013 山形学習センター 会計 旅費関係書類・復命書 旅費関係書類・復命書（平成２５年度） 山形学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 会計係 廃棄
2014 山形学習センター 会計 旅費関係書類・復命書 旅費関係書類・復命書（平成２６年度） 山形学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 会計係 廃棄
2015 山形学習センター 会計 旅費関係書類・復命書 旅費関係書類・復命書（平成２７年度） 山形学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 会計係 廃棄
2016 山形学習センター 会計 旅費関係書類・復命書 旅費関係書類・復命書（平成２８年度） 山形学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 会計係 廃棄
2017 山形学習センター 会計 旅費関係書類・復命書 旅費関係書類・復命書（平成２９年度） 山形学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 会計係 廃棄
2018 山形学習センター 会計 旅費関係書類・復命書 旅費関係書類・復命書（平成３０年度） 山形学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 会計係 廃棄
2019 山形学習センター 会計 旅費関係書類・復命書 旅費関係書類・復命書（令和１年度） 山形学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 会計係 廃棄
2010 山形学習センター 会計 現金出納簿 現金出納簿（平成２２年度） 山形学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 会計係 廃棄
2011 山形学習センター 会計 現金出納簿 現金出納簿（平成２３年度） 山形学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 会計係 廃棄
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大分類 中分類
備考作成・取得年度等

文書分類
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保存期間満了
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媒体の種別 保存場所 管理者 管理担当係等
保存期間満了時の

措置結果
2012 山形学習センター 会計 現金出納簿 現金出納簿（平成２４年度） 山形学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 会計係 廃棄
2013 山形学習センター 会計 現金出納簿 現金出納簿（平成２５年度） 山形学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 会計係 廃棄
2014 山形学習センター 会計 現金出納簿 現金出納簿（平成２６年度） 山形学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 会計係 廃棄
2015 山形学習センター 会計 現金出納簿 現金出納簿（平成２７年度） 山形学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 会計係 廃棄
2016 山形学習センター 会計 現金出納簿 現金出納簿(平成２８年度） 山形学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 会計係 廃棄
2017 山形学習センター 会計 現金出納簿 現金出納簿(平成２９年度） 山形学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 会計係 廃棄
2018 山形学習センター 会計 現金出納簿 現金出納簿(平成３０年度） 山形学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 会計係 廃棄
2019 山形学習センター 会計 現金出納簿 現金出納簿(令和１年度） 山形学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 会計係 廃棄
2010 山形学習センター 会計 金種内訳表 金種内訳表（平成２２年度） 山形学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 会計係 廃棄
2011 山形学習センター 会計 金種内訳表 金種内訳表（平成２３年度） 山形学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 会計係 廃棄
2012 山形学習センター 会計 金種内訳表 金種内訳表（平成２４年度） 山形学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 会計係 廃棄
2013 山形学習センター 会計 金種内訳表 金種内訳表（平成２５年度） 山形学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 会計係 廃棄
2014 山形学習センター 会計 金種内訳表 金種内訳表（平成２６年度） 山形学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 会計係 廃棄
2015 山形学習センター 会計 金種内訳表 金種内訳表（平成２７年度） 山形学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 会計係 廃棄
2016 山形学習センター 会計 金種内訳表 金種内訳表（平成２８年度） 山形学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 会計係 廃棄
2017 山形学習センター 会計 金種内訳表 金種内訳表（平成２９年度） 山形学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 会計係 廃棄
2018 山形学習センター 会計 金種内訳表 金種内訳表（平成３０年度） 山形学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 会計係 廃棄
2019 山形学習センター 会計 金種内訳表 金種内訳表（令和１年度） 山形学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 会計係 廃棄
2010 山形学習センター 会計 出納員・現金払込関係書類 出納員・現金払込関係書類（平成２２年度） 山形学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 会計係 廃棄
2011 山形学習センター 会計 出納員・現金払込関係書類 出納員・現金払込関係書類（平成２３年度） 山形学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 会計係 廃棄
2012 山形学習センター 会計 出納員・現金払込関係書類 出納員・現金払込関係書類（平成２４年度） 山形学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 会計係 廃棄
2013 山形学習センター 会計 出納員・現金払込関係書類 出納員・現金払込関係書類（平成２５年度） 山形学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 会計係 廃棄
2014 山形学習センター 会計 出納員・現金払込関係書類 出納員・現金払込関係書類（平成２６年度） 山形学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 会計係 廃棄
2015 山形学習センター 会計 出納員・現金払込関係書類 出納員・現金払込関係書類（平成２７年度） 山形学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 会計係 廃棄
2016 山形学習センター 会計 出納員・現金払込関係書類 出納員・現金払込関係書類（平成２８年度） 山形学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 会計係 廃棄
2017 山形学習センター 会計 出納員・現金払込関係書類 出納員・現金払込関係書類（平成２９年度） 山形学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 会計係 廃棄
2018 山形学習センター 会計 出納員・現金払込関係書類 出納員・現金払込関係書類（平成３０年度） 山形学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 会計係 廃棄
2019 山形学習センター 会計 出納員・現金払込関係書類 出納員・現金払込関係書類（令和１年度） 山形学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 会計係 廃棄
2010 山形学習センター 会計 前渡資金精算書類 前渡資金精算書類（平成２２年度） 山形学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 会計係 廃棄
2011 山形学習センター 会計 前渡資金精算書類 前渡資金精算書類（平成２３年度） 山形学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 会計係 廃棄
2012 山形学習センター 会計 前渡資金精算書類 前渡資金精算書類（平成２４年度） 山形学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 会計係 廃棄
2013 山形学習センター 会計 前渡資金精算書類 前渡資金精算書類（平成２５年度） 山形学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 会計係 廃棄
2014 山形学習センター 会計 前渡資金精算書類 前渡資金精算書類（平成２６ 年度） 山形学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 会計係 廃棄
2015 山形学習センター 会計 前渡資金精算書類 前渡資金精算書類（平成２７年度） 山形学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 会計係 廃棄
2016 山形学習センター 会計 前渡資金精算書類 前渡資金精算書類（平成２８年度） 山形学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 会計係 廃棄
2017 山形学習センター 会計 前渡資金精算書類 前渡資金精算書類（平成２９年度） 山形学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 会計係 廃棄
2018 山形学習センター 会計 前渡資金精算書類 前渡資金精算書類（平成３０年度） 山形学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 会計係 廃棄
2019 山形学習センター 会計 前渡資金精算書類 前渡資金精算書類（令和１年度） 山形学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 会計係 廃棄
2010 山形学習センター 会計 前渡資金要求書類 前渡資金要求書類（平成２２年度） 山形学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 会計係 廃棄
2011 山形学習センター 会計 前渡資金要求書類 前渡資金要求書類（平成２３年度） 山形学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 会計係 廃棄
2012 山形学習センター 会計 前渡資金要求書類 前渡資金要求書類（平成２４年度） 山形学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 会計係 廃棄
2013 山形学習センター 会計 前渡資金要求書類 前渡資金要求書類（平成２５年度） 山形学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 会計係 廃棄
2014 山形学習センター 会計 前渡資金要求書類 前渡資金要求書類（平成２６年度） 山形学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 会計係 廃棄
2015 山形学習センター 会計 前渡資金要求書類 前渡資金要求書類（平成２７年度） 山形学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 会計係 廃棄
2016 山形学習センター 会計 前渡資金要求書類 前渡資金要求書類（平成２８年度） 山形学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 会計係 廃棄
2017 山形学習センター 会計 前渡資金要求書類 前渡資金要求書類（平成２９年度） 山形学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 会計係 廃棄
2018 山形学習センター 会計 前渡資金要求書類 前渡資金要求書類（平成３０年度） 山形学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 会計係 廃棄
2019 山形学習センター 会計 前渡資金要求書類 前渡資金要求書類（令和１年度） 山形学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 会計係 廃棄
2010 山形学習センター 会計 前渡資金出納簿 前渡資金出納簿（平成２２年度） 山形学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 会計係 廃棄
2011 山形学習センター 会計 前渡資金出納簿 前渡資金出納簿（平成２３年度） 山形学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 会計係 廃棄
2012 山形学習センター 会計 前渡資金出納簿 前渡資金出納簿（平成２４年度） 山形学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 会計係 廃棄
2013 山形学習センター 会計 前渡資金出納簿 前渡資金出納簿（平成２５年度） 山形学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 会計係 廃棄
2014 山形学習センター 会計 前渡資金出納簿 前渡資金出納簿（平成２６年度） 山形学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 会計係 廃棄
2015 山形学習センター 会計 前渡資金出納簿 前渡資金出納簿（平成２７年度） 山形学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 会計係 廃棄
2016 山形学習センター 会計 前渡資金出納簿 前渡資金出納簿（平成２８年度） 山形学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 会計係 廃棄
2017 山形学習センター 会計 前渡資金出納簿 前渡資金出納簿（平成２９年度） 山形学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 会計係 廃棄
2018 山形学習センター 会計 前渡資金出納簿 前渡資金出納簿（平成３０年度） 山形学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 会計係 廃棄
2019 山形学習センター 会計 前渡資金出納簿 前渡資金出納簿（令和１年度） 山形学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 会計係 廃棄
2010 山形学習センター 会計 予算関係 予算関係（平成２２年度） 山形学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 事務長・会計係 廃棄
2011 山形学習センター 会計 予算関係 予算関係（平成２３年度） 山形学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 事務長・会計係 廃棄
2012 山形学習センター 会計 予算関係 予算関係（平成２４年度） 山形学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 事務長・会計係 廃棄
2013 山形学習センター 会計 予算関係 予算関係（平成２５年度） 山形学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 事務長・会計係 廃棄
2014 山形学習センター 会計 予算関係 予算関係（平成２６年度） 山形学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 事務長・会計係 廃棄
2015 山形学習センター 会計 予算関係 予算関係（平成２７年度） 山形学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 事務長・会計係 廃棄
2016 山形学習センター 会計 予算関係 予算関係（平成２８年度） 山形学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 事務長・会計係 廃棄
2017 山形学習センター 会計 予算関係 予算関係（平成２９年度） 山形学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 事務長・会計係 廃棄
2018 山形学習センター 会計 予算関係 予算関係（平成３０年度） 山形学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 事務長・会計係 廃棄
2019 山形学習センター 会計 予算関係 予算関係（令和１年度） 山形学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 事務長・会計係 廃棄
2010 山形学習センター 会計 契約関係書類 契約関係書類（平成２２年度） 山形学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 会計係 廃棄
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措置結果
2011 山形学習センター 会計 契約関係書類 契約関係書類（平成２３年度） 山形学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 会計係 廃棄
2012 山形学習センター 会計 契約関係書類 契約関係書類（平成２４年度） 山形学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 会計係 廃棄
2013 山形学習センター 会計 契約関係書類 契約関係書類（平成２５年度） 山形学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 会計係 廃棄
2014 山形学習センター 会計 契約関係書類 契約関係書類（平成２６年度） 山形学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 会計係 廃棄
2015 山形学習センター 会計 契約関係書類 契約関係書類（平成２７年度） 山形学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 会計係 廃棄
2016 山形学習センター 会計 契約関係書類 契約関係書類（平成２８年度） 山形学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 会計係 廃棄
2017 山形学習センター 会計 契約関係書類 契約関係書類（平成２９年度） 山形学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 会計係 廃棄
2018 山形学習センター 会計 契約関係書類 契約関係書類（平成３０年度） 山形学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 会計係 廃棄
2019 山形学習センター 会計 契約関係書類 契約関係書類（令和１年度） 山形学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 会計係 廃棄
2010 山形学習センター 会計 物品取得及び修繕（役務）請求書関係書類 物品取得及び修繕（役務）請求書関係書類（平成２２年度） 山形学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 会計係 廃棄
2011 山形学習センター 会計 物品取得及び修繕（役務）請求書関係書類 物品取得及び修繕（役務）請求書関係書類（平成２３年度） 山形学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 会計係 廃棄
2012 山形学習センター 会計 物品取得及び修繕（役務）請求書関係書類 物品取得及び修繕（役務）請求書関係書類（平成２４年度） 山形学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 会計係 廃棄
2013 山形学習センター 会計 物品取得及び修繕（役務）請求書関係書類 物品取得及び修繕（役務）請求書関係書類（平成２５年度） 山形学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 会計係 廃棄
2014 山形学習センター 会計 物品取得及び修繕（役務）請求書関係書類 物品取得及び修繕（役務）請求書関係書類（平成２６年度） 山形学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 会計係 廃棄
2015 山形学習センター 会計 物品取得及び修繕（役務）請求書関係書類 物品取得及び修繕（役務）請求書関係書類（平成２７年度） 山形学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 会計係 廃棄
2016 山形学習センター 会計 物品取得及び修繕（役務）請求書関係書類 物品取得及び修繕（役務）請求書関係書類（平成２８年度） 山形学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 会計係 廃棄
2017 山形学習センター 会計 物品取得及び修繕（役務）請求書関係書類 物品取得及び修繕（役務）請求書関係書類（平成２９年度） 山形学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 会計係 廃棄
2018 山形学習センター 会計 物品取得及び修繕（役務）請求書関係書類 物品取得及び修繕（役務）請求書関係書類（平成３０年度） 山形学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 会計係 廃棄
2019 山形学習センター 会計 物品取得及び修繕（役務）請求書関係書類 物品取得及び修繕（役務）請求書関係書類（令和１年度） 山形学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 会計係 廃棄
2010 山形学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等受払簿（平成２２年度） 山形学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 会計係 廃棄
2011 山形学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等受払簿（平成２３年度） 山形学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 会計係 廃棄
2012 山形学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等受払簿（平成２４年度） 山形学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 会計係 廃棄
2013 山形学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等受払簿（平成２５年度） 山形学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 会計係 廃棄
2014 山形学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等受払簿（平成２６年度） 山形学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 会計係 廃棄
2015 山形学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等受払簿（平成２７年度） 山形学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 会計係 廃棄
2016 山形学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等受払簿（平成２８年度） 山形学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 会計係 廃棄
2017 山形学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等受払簿（平成２９年度） 山形学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 会計係 廃棄
2018 山形学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等受払簿（平成３０年度） 山形学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 会計係 廃棄
2019 山形学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等受払簿（令和１年度） 山形学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 会計係 廃棄
2017 山形学習センター 会計 各種報告書（清掃・警備等） 各種報告書（清掃・警備等）（平成２９年度） 山形学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 事務長 廃棄
2018 山形学習センター 会計 各種報告書（清掃・警備等） 各種報告書（清掃・警備等）（平成３０年度） 山形学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 事務長 廃棄
2019 山形学習センター 会計 各種報告書（清掃・警備等） 各種報告書（清掃・警備等）（令和１年度） 山形学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 事務長 廃棄
2015 山形学習センター 職員 定期健康診断・人間ドック関係 定期健康診断・人間ドック関係（平成２７年度） 山形学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 庶務係 廃棄
2016 山形学習センター 職員 定期健康診断・人間ドック関係 定期健康診断・人間ドック関係（平成２８年度） 山形学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 庶務係 廃棄
2017 山形学習センター 職員 定期健康診断・人間ドック関係 定期健康診断・人間ドック関係（平成２９年度） 山形学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 庶務係 廃棄
2018 山形学習センター 職員 定期健康診断・人間ドック関係 定期健康診断・人間ドック関係（平成３０年度） 山形学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 庶務係 廃棄
2019 山形学習センター 職員 定期健康診断・人間ドック関係 定期健康診断・人間ドック関係（令和１年度） 山形学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 庶務係 廃棄
2017 山形学習センター 職員 勤務時間報告書,週休日 勤務時間報告書,週休日（平成２９年度） 山形学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 庶務係 廃棄
2018 山形学習センター 職員 勤務時間報告書,週休日 勤務時間報告書,週休日（平成３０年度） 山形学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 庶務係 廃棄
2019 山形学習センター 職員 勤務時間報告書,週休日 勤務時間報告書,週休日（令和１年度） 山形学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 庶務係 廃棄
2017 山形学習センター 職員 週休日・勤務時間時間割振表 週休日・勤務時間時間割振表（平成２９年度） 山形学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 庶務係 廃棄
2018 山形学習センター 職員 週休日・勤務時間時間割振表 週休日・勤務時間時間割振表（平成３０年度） 山形学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 庶務係 廃棄
2019 山形学習センター 職員 週休日・勤務時間時間割振表 週休日・勤務時間時間割振表（令和１年度） 山形学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 庶務係 廃棄
2017 山形学習センター 職員 休暇簿 休暇簿（平成２９年度） 山形学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 庶務係 廃棄
2018 山形学習センター 職員 休暇簿 休暇簿（平成３０年度） 山形学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 庶務係 廃棄
2019 山形学習センター 職員 休暇簿 休暇簿（令和１年度） 山形学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 庶務係 廃棄
2017 山形学習センター 職員 出勤簿 出勤簿（平成２９年度） 山形学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 庶務係 廃棄
2018 山形学習センター 職員 出勤簿 出勤簿（平成３０年度） 山形学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 庶務係 廃棄
2019 山形学習センター 職員 出勤簿 出勤簿（令和１年度） 山形学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 庶務係 廃棄
2014 山形学習センター 職員 通勤手当 通勤手当（平成２６年度） 山形学習センター事務長 2015/4/1 3年（支給喪失から） 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 庶務係 廃棄
2015 山形学習センター 職員 通勤手当 通勤手当（平成２７年度） 山形学習センター事務長 2016/4/1 3年（支給喪失から） 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 庶務係 廃棄
2016 山形学習センター 職員 通勤手当 通勤手当（平成２８年度） 山形学習センター事務長 2017/4/1 3年（支給喪失から） 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 庶務係 廃棄
2017 山形学習センター 職員 通勤手当 通勤手当（平成２９年度） 山形学習センター事務長 2018/4/1 3年（支給喪失から） 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 庶務係 廃棄
2018 山形学習センター 職員 通勤手当 通勤手当（平成３０年度） 山形学習センター事務長 2019/4/1 3年（支給喪失から） 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 庶務係 廃棄
2019 山形学習センター 職員 通勤手当 通勤手当（令和１年度） 山形学習センター事務長 2020/4/1 3年（支給喪失から） 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 庶務係 廃棄
2014 山形学習センター 職員 住居手当 住居手当（平成２６年度） 山形学習センター事務長 2015/4/1 3年（支給喪失から） 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 庶務係 廃棄
2015 山形学習センター 職員 住居手当 住居手当（平成２７年度） 山形学習センター事務長 2016/4/1 3年（支給喪失から） 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 庶務係 廃棄
2016 山形学習センター 職員 住居手当 住居手当（平成２８年度） 山形学習センター事務長 2017/4/1 3年（支給喪失から） 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 庶務係 廃棄
2017 山形学習センター 職員 住居手当 住居手当（平成２９年度） 山形学習センター事務長 2018/4/1 3年（支給喪失から） 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 庶務係 廃棄
2018 山形学習センター 職員 住居手当 住居手当（平成３０年度） 山形学習センター事務長 2019/4/1 3年（支給喪失から） 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 庶務係 廃棄
2019 山形学習センター 職員 住居手当 住居手当（令和１年度） 山形学習センター事務長 2020/4/1 3年（支給喪失から） 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 庶務係 廃棄
2017 山形学習センター 職員 研修関係 研修関係（平成２９年度） 山形学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 廃棄
2019 山形学習センター 職員 研修関係 研修関係（令和１年度） 山形学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 廃棄
2015 山形学習センター 面接授業 面接授業 面接授業（平成２７年度） 山形学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 教務係 廃棄
2016 山形学習センター 面接授業 面接授業 面接授業（平成２８年度） 山形学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 教務係 廃棄
2017 山形学習センター 面接授業 面接授業 面接授業（平成２９年度） 山形学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 教務係 廃棄
2018 山形学習センター 面接授業 面接授業 面接授業（平成３０年度） 山形学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 教務係 廃棄
2019 山形学習センター 面接授業 面接授業 面接授業（令和１年度） 山形学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 教務係 廃棄
2015 山形学習センター 教務関係 教員免許等講習関係 教員免許等講習関係（平成２７年度） 山形学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 教務係 廃棄
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大分類 中分類
備考作成・取得年度等

文書分類
小分類 法人文書ファイル名 作成・取得者 起算日 保存期間

保存期間満了
時期

媒体の種別 保存場所 管理者 管理担当係等
保存期間満了時の

措置結果
2016 山形学習センター 教務関係 教員免許等講習関係 教員免許等講習関係（平成２８年度） 山形学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 教務係 廃棄
2017 山形学習センター 教務関係 教員免許等講習関係 教員免許等講習関係（平成２９年度） 山形学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 教務係 廃棄
2018 山形学習センター 教務関係 教員免許等講習関係 教員免許等講習関係（平成３０年度） 山形学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 教務係 廃棄
2019 山形学習センター 教務関係 教員免許等講習関係 教員免許等講習関係（令和１年度） 山形学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 教務係 廃棄
2012 山形学習センター 教務関係 単位互換協定書等 単位互換協定書等（平成２４年度） 山形学習センター事務長 2013/4/1 3年（失効後） 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 教務係 廃棄
2013 山形学習センター 教務関係 単位互換協定書等 単位互換協定書等（平成２５年度） 山形学習センター事務長 2014/4/1 3年（失効後） 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 教務係 廃棄
2014 山形学習センター 教務関係 単位互換協定書等 単位互換協定書等（平成２６年度） 山形学習センター事務長 2015/4/1 3年（失効後） 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 教務係 廃棄
2015 山形学習センター 教務関係 単位互換協定書等 単位互換協定書等（平成２７年度） 山形学習センター事務長 2016/4/1 3年（失効後） 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 教務係 廃棄
2016 山形学習センター 教務関係 単位互換協定書等 単位互換協定書等（平成２８年度） 山形学習センター事務長 2017/4/1 3年（失効後） 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 教務係 廃棄
2017 山形学習センター 教務関係 単位互換協定書等 単位互換協定書等（平成２９年度） 山形学習センター事務長 2018/4/1 3年（失効後） 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 教務係 廃棄
2018 山形学習センター 教務関係 単位互換協定書等 単位互換協定書等（平成３０年度） 山形学習センター事務長 2019/4/1 3年（失効後） 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 教務係 廃棄
2019 山形学習センター 教務関係 単位互換協定書等 単位互換協定書等（令和１年度） 山形学習センター事務長 2020/4/1 3年（失効後） 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 教務係 廃棄
2015 山形学習センター 教務関係 卒業研究関係 卒業研究関係（平成２７年度） 山形学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 教務係 廃棄
2016 山形学習センター 教務関係 卒業研究関係 卒業研究関係（平成２８年度） 山形学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 教務係 廃棄
2017 山形学習センター 教務関係 卒業研究関係 卒業研究関係（平成２９年度） 山形学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 教務係 廃棄
2018 山形学習センター 教務関係 卒業研究関係 卒業研究関係（平成３０年度） 山形学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 教務係 廃棄
2019 山形学習センター 教務関係 卒業研究関係 卒業研究関係（令和１年度） 山形学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 教務係 廃棄
2012 山形学習センター 教務関係 大学コンソーシアム 大学コンソーシアム（平成２４年度） 山形学習センター事務長 2013/4/1 3年（失効後） 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 総務係 廃棄
2013 山形学習センター 教務関係 大学コンソーシアム 大学コンソーシアム（平成２５年度） 山形学習センター事務長 2014/4/1 3年（失効後） 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 総務係 廃棄
2014 山形学習センター 教務関係 大学コンソーシアム 大学コンソーシアム（平成２６年度） 山形学習センター事務長 2015/4/1 3年（失効後） 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 総務係 廃棄
2015 山形学習センター 教務関係 大学コンソーシアム 大学コンソーシアム（平成２７年度） 山形学習センター事務長 2016/4/1 3年（失効後） 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 総務係 廃棄
2016 山形学習センター 教務関係 大学コンソーシアム 大学コンソーシアム（平成２８年度） 山形学習センター事務長 2017/4/1 3年（失効後） 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 総務係 廃棄
2017 山形学習センター 教務関係 大学コンソーシアム 大学コンソーシアム（平成２９年度） 山形学習センター事務長 2018/4/1 3年（失効後） 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 総務係 廃棄
2018 山形学習センター 教務関係 大学コンソーシアム 大学コンソーシアム（平成３０年度） 山形学習センター事務長 2019/4/1 3年（失効後） 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 総務係 廃棄
2019 山形学習センター 教務関係 大学コンソーシアム 大学コンソーシアム（令和１年度） 山形学習センター事務長 2020/4/1 3年（失効後） 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 総務係 廃棄
2010 山形学習センター 学生関係 学生教育研究災害障害保険 学生教育研究災害障害保険（平成２２年度） 山形学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 会計係 廃棄
2011 山形学習センター 学生関係 学生教育研究災害障害保険 学生教育研究災害障害保険（平成２３年度） 山形学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 会計係 廃棄
2012 山形学習センター 学生関係 学生教育研究災害障害保険 学生教育研究災害障害保険（平成２４年度） 山形学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 会計係 廃棄
2013 山形学習センター 学生関係 学生教育研究災害障害保険 学生教育研究災害障害保険（平成２５年度） 山形学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 会計係 廃棄
2014 山形学習センター 学生関係 学生教育研究災害障害保険 学生教育研究災害障害保険（平成２６年度） 山形学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 会計係 廃棄
2015 山形学習センター 学生関係 学生教育研究災害障害保険 学生教育研究災害障害保険（平成２７年度） 山形学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 会計係 廃棄
2016 山形学習センター 学生関係 学生教育研究災害障害保険 学生教育研究災害障害保険（平成２８年度） 山形学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 会計係 廃棄
2017 山形学習センター 学生関係 学生教育研究災害障害保険 学生教育研究災害障害保険（平成２９年度） 山形学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 会計係 廃棄
2018 山形学習センター 学生関係 学生教育研究災害障害保険 学生教育研究災害障害保険（平成３０年度） 山形学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 会計係 廃棄
2019 山形学習センター 学生関係 学生教育研究災害障害保険 学生教育研究災害障害保険（令和１年度） 山形学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 会計係 廃棄
2015 山形学習センター 学生関係 日本学生支援機構奨学生・北野生涯教育振興会関係 日本学生支援機構奨学生・北野生涯教育振興会関係（平成２７年度） 山形学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 庶務係 廃棄
2016 山形学習センター 学生関係 日本学生支援機構奨学生・北野生涯教育振興会関係 日本学生支援機構奨学生・北野生涯教育振興会関係（平成２８年度） 山形学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 庶務係 廃棄
2017 山形学習センター 学生関係 日本学生支援機構奨学生・北野生涯教育振興会関係 日本学生支援機構奨学生・北野生涯教育振興会関係（平成２９年度） 山形学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 庶務係 廃棄
2018 山形学習センター 学生関係 日本学生支援機構奨学生・北野生涯教育振興会関係 日本学生支援機構奨学生・北野生涯教育振興会関係（平成３０年度） 山形学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 庶務係 廃棄
2019 山形学習センター 学生関係 日本学生支援機構奨学生・北野生涯教育振興会関係 日本学生支援機構奨学生・北野生涯教育振興会関係（令和１年度） 山形学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 庶務係 廃棄
2015 山形学習センター 学生関係 学生団体・同窓会関係 学生団体・同窓会関係（平成２７年度） 山形学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 総務係 廃棄
2016 山形学習センター 学生関係 学生団体・同窓会関係 学生団体・同窓会関係（平成２８年度） 山形学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 総務係 廃棄
2017 山形学習センター 学生関係 学生団体・同窓会関係 学生団体・同窓会関係（平成２９年度） 山形学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 総務係 廃棄
2018 山形学習センター 学生関係 学生団体・同窓会関係 学生団体・同窓会関係（平成３０年度） 山形学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 総務係 廃棄
2019 山形学習センター 学生関係 学生団体・同窓会関係 学生団体・同窓会関係（令和１年度） 山形学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 総務係 廃棄
2015 山形学習センター 学生関係 学生研修旅行 学生研修旅行（平成２７年度） 山形学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 総務係 廃棄
2016 山形学習センター 学生関係 学生研修旅行 学生研修旅行（平成２８年度） 山形学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 総務係 廃棄
2017 山形学習センター 学生関係 学生研修旅行 学生研修旅行（平成２９年度） 山形学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 総務係 廃棄
2018 山形学習センター 学生関係 学生研修旅行 学生研修旅行（平成３０年度） 山形学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 総務係 廃棄
2019 山形学習センター 学生関係 学生研修旅行 学生研修旅行（令和１年度） 山形学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 総務係 廃棄
2010 山形学習センター 証明書 各種証明・交付願（台帳含む） 各種証明・交付願（台帳含む）（平成２２年度） 山形学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 教務係・会計係 廃棄
2011 山形学習センター 証明書 各種証明・交付願（台帳含む） 各種証明・交付願（台帳含む）（平成２３年度） 山形学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 教務係・会計係 廃棄
2012 山形学習センター 証明書 各種証明・交付願（台帳含む） 各種証明・交付願（台帳含む）（平成２４年度） 山形学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 教務係・会計係 廃棄
2013 山形学習センター 証明書 各種証明・交付願（台帳含む） 各種証明・交付願（台帳含む）（平成２５年度） 山形学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 教務係・会計係 廃棄
2014 山形学習センター 証明書 各種証明・交付願（台帳含む） 各種証明・交付願（台帳含む）（平成２６年度） 山形学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 教務係・会計係 廃棄
2015 山形学習センター 証明書 各種証明・交付願（台帳含む） 各種証明・交付願（台帳含む）（平成２７年度） 山形学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 教務係・会計係 廃棄
2016 山形学習センター 証明書 各種証明・交付願（台帳含む） 各種照明・交付願（台帳含む）（平成２８年度） 山形学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 教務係・会計係 廃棄
2017 山形学習センター 証明書 各種証明・交付願（台帳含む） 各種照明・交付願（台帳含む）（平成２９年度） 山形学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 教務係・会計係 廃棄
2018 山形学習センター 証明書 各種証明・交付願（台帳含む） 各種照明・交付願（台帳含む）（平成３０年度） 山形学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 教務係・会計係 廃棄
2019 山形学習センター 証明書 各種証明・交付願（台帳含む） 各種照明・交付願（台帳含む）（令和１年度） 山形学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 教務係・会計係 廃棄
2017 山形学習センター 証明書 学生旅客運賃割引証 学生旅客運賃割引証（平成２９年度） 山形学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 教務係 廃棄
2018 山形学習センター 証明書 学生旅客運賃割引証 学生旅客運賃割引証（平成３０年度） 山形学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 教務係 廃棄
2019 山形学習センター 証明書 学生旅客運賃割引証 学生旅客運賃割引証（令和１年度） 山形学習センター事務長 2020/4/1 3年 2022/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 教務係 廃棄
2015 山形学習センター 入試 大学院入学試験 大学院入学試験（平成２７年度） 山形学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 教務係 廃棄
2016 山形学習センター 入試 大学院入学試験 大学院入学試験（平成２８年度） 山形学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 教務係 廃棄
2017 山形学習センター 入試 大学院入学試験 大学院入学試験（平成２９年度） 山形学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 教務係 廃棄
2018 山形学習センター 入試 大学院入学試験 大学院入学試験（平成３０年度） 山形学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 教務係 廃棄
2019 山形学習センター 入試 大学院入学試験 大学院入学試験（令和１年度） 山形学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 教務係 廃棄
2015 山形学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験 単位認定試験（平成２７年度１・２学期） 山形学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 教務係 廃棄
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2016 山形学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験 単位認定試験（平成２８年度１・２学期） 山形学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 教務係 廃棄
2017 山形学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験 単位認定試験（平成２９年度１・２学期） 山形学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 教務係 廃棄
2018 山形学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験 単位認定試験（平成３０年度１・２学期） 山形学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 教務係 廃棄
2019 山形学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験 単位認定試験（令和１年度１・２学期） 山形学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 教務係 廃棄
2017 山形学習センター 図書・視聴 図書室利用統計 図書室利用統計（平成２９年度） 山形学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 図書係 廃棄
2018 山形学習センター 図書・視聴 図書室利用統計 図書室利用統計（平成３０年度） 山形学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 図書係 廃棄
2019 山形学習センター 図書・視聴 図書室利用統計 図書室利用統計（令和１年度） 山形学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 図書係 廃棄
2017 山形学習センター 図書・視聴 文献複写申込書 文献複写申込書（平成２９年度） 山形学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 図書係 廃棄
2018 山形学習センター 図書・視聴 文献複写申込書 文献複写申込書（平成３０年度） 山形学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 図書係 廃棄
2019 山形学習センター 図書・視聴 文献複写申込書 文献複写申込書（令和１年度） 山形学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 図書係 廃棄
2017 山形学習センター 施設 施設設備・防火管理関係 施設設備・防火管理関係（平成２９年度） 山形学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 事務長 廃棄
2018 山形学習センター 施設 施設設備・防火管理関係 施設設備・防火管理関係（平成３０年度） 山形学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 事務長 廃棄
2019 山形学習センター 施設 施設設備・防火管理関係 施設設備・防火管理関係（令和１年度） 山形学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 山形学習センター 山形学習センター事務長 事務長 廃棄
1997 福島学習センター 式典 開所式 開所式 福島学習センター事務長 1998/4/1 無期限 紙 福島学習センター 福島学習センター事務長 事務長 廃棄
2004 福島学習センター 式典 サテライトスペース開所式 サテライトスペース開所式 福島学習センター事務長 2005/4/1 無期限 紙 福島学習センター 福島学習センター事務長 いわきサテライトスペース 廃棄
2007 福島学習センター 式典 周年式典 周年式典 福島学習センター事務長 2008/4/1 無期限 紙 福島学習センター 福島学習センター事務長 事務長 廃棄
1998 福島学習センター 広報 センター機関紙「もみじ」 センター機関紙「もみじ」（保存用） 福島学習センター事務長 1999/4/1 無期限 紙 福島学習センター 福島学習センター事務長 教務・広報担当 廃棄
2010 福島学習センター 式典 学位記授与式・入学者の集い 学位記授与式・入学者の集い（平成22年度） 福島学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 福島学習センター 福島学習センター事務長 教務・広報担当 廃棄
2011 福島学習センター 式典 学位記授与式・入学者の集い 学位記授与式・入学者の集い（平成23年度） 福島学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 福島学習センター 福島学習センター事務長 教務・広報担当 廃棄
2012 福島学習センター 式典 学位記授与式・入学者の集い 学位記授与式・入学者の集い（平成24年度） 福島学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 福島学習センター 福島学習センター事務長 教務・広報担当 廃棄
2013 福島学習センター 式典 学位記授与式・入学者の集い 学位記授与式・入学者の集い（平成25年度） 福島学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 福島学習センター 福島学習センター事務長 教務・広報担当 廃棄
2014 福島学習センター 式典 学位記授与式・入学者の集い 学位記授与式・入学者の集い（平成26年度） 福島学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 福島学習センター 福島学習センター事務長 教務・広報担当 廃棄
2015 福島学習センター 式典 学位記授与式・入学者の集い 学位記授与式・入学者の集い（平成27年度） 福島学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 福島学習センター 福島学習センター事務長 教務・広報担当 廃棄
2016 福島学習センター 式典 学位記授与式・入学者の集い 学位記授与式・入学者の集い（平成28年度） 福島学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 福島学習センター 福島学習センター事務長 教務・広報担当 廃棄
2017 福島学習センター 式典 学位記授与式・入学者の集い 学位記授与式・入学者の集い（平成29年度） 福島学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 福島学習センター 福島学習センター事務長 教務・広報担当 廃棄
2018 福島学習センター 式典 学位記授与式・入学者の集い 学位記授与式・入学者の集い（平成30年度） 福島学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 福島学習センター 福島学習センター事務長 教務・広報担当 廃棄
2019 福島学習センター 式典 学位記授与式・入学者の集い 学位記授与式・入学者の集い（平成31年度） 福島学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 福島学習センター 福島学習センター事務長 教務・広報担当 廃棄
2016 福島学習センター 管理運営 監事監査関係 監事監査関係（2016年度） 福島学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 福島学習センター 福島学習センター事務長 事務長 廃棄 当初の保存期間満了日：2022年3月31日　延長期間：5年

2018 福島学習センター 管理運営 監事監査関係 監事監査関係（2017会計年度） 福島学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 福島学習センター 福島学習センター事務長 事務長 廃棄 当初の保存期間満了日：2024年3月31日　延長期間：5年

2017 福島学習センター 管理運営 防火防災計画・危機管理関係 防火防災計画・危機管理関係（平成29年度） 福島学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 福島学習センター 福島学習センター事務長 事務長 廃棄
2018 福島学習センター 管理運営 防火防災計画・危機管理関係 防火防災計画・危機管理関係（平成30年度） 福島学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 福島学習センター 福島学習センター事務長 事務長 廃棄
2019 福島学習センター 管理運営 防火防災計画・危機管理関係 防火防災計画・危機管理関係（平成31年度） 福島学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 福島学習センター 福島学習センター事務長 事務長 廃棄
2015 福島学習センター 人事 身上調書 身上調書（平成27年度） 福島学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 電子(CD,USBメモリ等) 福島学習センター 福島学習センター事務長 事務長 廃棄
2016 福島学習センター 人事 身上調書 身上調書（平成28年度） 福島学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 電子(CD,USBメモリ等) 福島学習センター 福島学習センター事務長 事務長 廃棄
2017 福島学習センター 人事 身上調書 身上調書（平成29年度） 福島学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 電子(CD,USBメモリ等) 福島学習センター 福島学習センター事務長 事務長 廃棄
2018 福島学習センター 人事 身上調書 身上調書（平成30年度） 福島学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 電子(CD,USBメモリ等) 福島学習センター 福島学習センター事務長 事務長 廃棄
2019 福島学習センター 人事 身上調書 身上調書（平成31年度） 福島学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 電子(CD,USBメモリ等) 福島学習センター 福島学習センター事務長 事務長 廃棄
2015 福島学習センター 人事 面接授業担当講師履歴書 面接授業担当講師履歴書（平成27年度） 福島学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 福島学習センター 福島学習センター事務長 面接授業担当 廃棄
2016 福島学習センター 人事 面接授業担当講師履歴書 面接授業担当講師履歴書（平成28年度） 福島学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 福島学習センター 福島学習センター事務長 面接授業担当 廃棄
2017 福島学習センター 人事 面接授業担当講師履歴書 面接授業担当講師履歴書（平成29年度） 福島学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 福島学習センター 福島学習センター事務長 面接授業担当 廃棄
2018 福島学習センター 人事 面接授業担当講師履歴書 面接授業担当講師履歴書（平成30年度） 福島学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 福島学習センター 福島学習センター事務長 面接授業担当 廃棄
2019 福島学習センター 人事 面接授業担当講師履歴書 面接授業担当講師履歴書（平成31年度） 福島学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 福島学習センター 福島学習センター事務長 面接授業担当 廃棄
2015 福島学習センター 人事 常勤・非常勤教職員(事務長・客員教員）勤務時間報告書 客員・非常勤教職員(事務長・客員教員）勤務時間報告書（平成27年度） 福島学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 福島学習センター 福島学習センター事務長 総務担当 廃棄
2016 福島学習センター 人事 常勤・非常勤教職員(事務長・客員教員）勤務時間報告書 常勤・非常勤教職員(事務長・客員教員）勤務時間報告書（平成28年度） 福島学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 福島学習センター 福島学習センター事務長 総務担当 廃棄
2017 福島学習センター 人事 常勤・非常勤教職員(事務長・客員教員）勤務時間報告書 常勤・非常勤教職員(事務長・客員教員）勤務時間報告書（平成29年度） 福島学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 福島学習センター 福島学習センター事務長 総務担当 廃棄
2018 福島学習センター 人事 常勤・非常勤教職員(事務長・客員教員）勤務時間報告書 常勤・非常勤教職員(事務長・客員教員）勤務時間報告書（平成30年度） 福島学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 福島学習センター 福島学習センター事務長 総務担当 廃棄
2019 福島学習センター 人事 常勤・非常勤教職員(事務長・客員教員）勤務時間報告書 常勤・非常勤教職員(事務長・客員教員）勤務時間報告書（平成31年度） 福島学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 福島学習センター 福島学習センター事務長 総務担当 廃棄
2015 福島学習センター 人事 客員教員関係記録文書(委嘱） 客員教員関係記録文書(委嘱）(平成27年度） 福島学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 福島学習センター 福島学習センター事務長 教務・広報担当 廃棄
2016 福島学習センター 人事 客員教員関係記録文書(委嘱） 客員教員関係記録文書(委嘱）(平成28年度） 福島学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 福島学習センター 福島学習センター事務長 教務・広報担当 廃棄
2017 福島学習センター 人事 客員教員関係記録文書(委嘱） 客員教員関係記録文書(委嘱）(平成29年度） 福島学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 福島学習センター 福島学習センター事務長 教務・広報担当 廃棄
2018 福島学習センター 人事 客員教員関係記録文書(委嘱） 客員教員関係記録文書(委嘱）(平成30年度） 福島学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 福島学習センター 福島学習センター事務長 教務・広報担当 廃棄
2019 福島学習センター 人事 客員教員関係記録文書(委嘱） 客員教員関係記録文書(委嘱）(平成31年度） 福島学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 福島学習センター 福島学習センター事務長 教務・広報担当 廃棄
2015 福島学習センター 人事 面接授業非常勤講師関係記録文書(委嘱） 面接授業非常勤講師関係記録文書(委嘱）(平成27年度） 福島学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 福島学習センター 福島学習センター事務長 面接授業担当 廃棄
2016 福島学習センター 人事 面接授業非常勤講師関係記録文書(委嘱） 面接授業非常勤講師関係記録文書(委嘱）(平成28年度） 福島学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 福島学習センター 福島学習センター事務長 面接授業担当 廃棄
2017 福島学習センター 人事 面接授業非常勤講師関係記録文書(委嘱） 面接授業非常勤講師関係記録文書(委嘱）(平成29年度） 福島学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 福島学習センター 福島学習センター事務長 面接授業担当 廃棄
2018 福島学習センター 人事 面接授業非常勤講師関係記録文書(委嘱） 面接授業非常勤講師関係記録文書(委嘱）(平成30年度） 福島学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 福島学習センター 福島学習センター事務長 面接授業担当 廃棄
2019 福島学習センター 人事 面接授業非常勤講師関係記録文書(委嘱） 面接授業非常勤講師関係記録文書(委嘱）(平成31年度） 福島学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 福島学習センター 福島学習センター事務長 面接授業担当 廃棄
2015 福島学習センター 人事 面接授業非常勤講師関係記録文書(勤務時間報告書） 面接授業非常勤講師関係記録文書(勤務時間報告書）(平成27年度） 福島学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 福島学習センター 福島学習センター事務長 総務担当 廃棄
2016 福島学習センター 人事 面接授業非常勤講師関係記録文書(勤務時間報告書） 面接授業非常勤講師関係記録文書(勤務時間報告書）(平成28年度） 福島学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 福島学習センター 福島学習センター事務長 総務担当 廃棄
2017 福島学習センター 人事 面接授業非常勤講師関係記録文書(勤務時間報告書） 面接授業非常勤講師関係記録文書(勤務時間報告書）(平成29年度） 福島学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 福島学習センター 福島学習センター事務長 総務担当 廃棄
2018 福島学習センター 人事 面接授業非常勤講師関係記録文書(勤務時間報告書） 面接授業非常勤講師関係記録文書(勤務時間報告書）(平成30年度） 福島学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 福島学習センター 福島学習センター事務長 総務担当 廃棄
2019 福島学習センター 人事 面接授業非常勤講師関係記録文書(勤務時間報告書） 面接授業非常勤講師関係記録文書(勤務時間報告書）(平成31年度） 福島学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 福島学習センター 福島学習センター事務長 総務担当 廃棄
2017 福島学習センター 諸会議 北海道・東北ブロック連絡会議 北海道・東北ブロック連絡会議（平成29年度） 福島学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 福島学習センター 福島学習センター事務長 事務長 廃棄
2018 福島学習センター 諸会議 北海道・東北ブロック連絡会議 北海道・東北ブロック連絡会議（平成30年度） 福島学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 福島学習センター 福島学習センター事務長 事務長 廃棄
2019 福島学習センター 諸会議 北海道・東北ブロック連絡会議 北海道・東北ブロック連絡会議（平成31年度） 福島学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 福島学習センター 福島学習センター事務長 事務長 廃棄
2017 福島学習センター 諸会議 学習センター所長会議 学習センター所長会議（平成29年度） 福島学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 福島学習センター 福島学習センター事務長 事務長 廃棄
2018 福島学習センター 諸会議 学習センター所長会議 学習センター所長会議（平成30年度） 福島学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 福島学習センター 福島学習センター事務長 事務長 廃棄
2019 福島学習センター 諸会議 学習センター所長会議 学習センター所長会議（平成31年度） 福島学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 福島学習センター 福島学習センター事務長 事務長 廃棄
2017 福島学習センター 諸会議 学習センター事務長会議 学習センター事務長会議（平成29年度） 福島学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 福島学習センター 福島学習センター事務長 事務長 廃棄
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2018 福島学習センター 諸会議 学習センター事務長会議 学習センター事務長会議（平成30年度） 福島学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 福島学習センター 福島学習センター事務長 事務長 廃棄
2019 福島学習センター 諸会議 学習センター事務長会議 学習センター事務長会議（平成31年度） 福島学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 福島学習センター 福島学習センター事務長 事務長 廃棄
2017 福島学習センター 諸会議 センターミーティング センターミーティング(平成29年度) 福島学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 福島学習センター 福島学習センター事務長 事務長 廃棄
2018 福島学習センター 諸会議 センターミーティング センターミーティング(平成30年度) 福島学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 福島学習センター 福島学習センター事務長 事務長 廃棄
2019 福島学習センター 諸会議 センターミーティング センターミーティング(平成31年度) 福島学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 福島学習センター 福島学習センター事務長 事務長 廃棄
2015 福島学習センター 広報 広報活動 広報活動（平成27年度） 福島学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 福島学習センター 福島学習センター事務長 教務・広報担当 廃棄
2016 福島学習センター 広報 広報活動 広報活動（平成28年度） 福島学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 福島学習センター 福島学習センター事務長 教務・広報担当 廃棄
2017 福島学習センター 広報 広報活動 広報活動（平成29年度） 福島学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 福島学習センター 福島学習センター事務長 教務・広報担当 廃棄
2018 福島学習センター 広報 広報活動 広報活動（平成30年度） 福島学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 福島学習センター 福島学習センター事務長 教務・広報担当 廃棄
2019 福島学習センター 広報 広報活動 広報活動（平成31年度） 福島学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 福島学習センター 福島学習センター事務長 教務・広報担当 廃棄
2015 福島学習センター 広報 公開講演会 公開講演会（平成27年度） 福島学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 福島学習センター 福島学習センター事務長 教務・広報担当 廃棄
2016 福島学習センター 広報 公開講演会 公開講演会（平成28年度） 福島学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 福島学習センター 福島学習センター事務長 教務・広報担当 廃棄
2017 福島学習センター 広報 公開講演会 公開講演会（平成29年度） 福島学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 福島学習センター 福島学習センター事務長 教務・広報担当 廃棄
2018 福島学習センター 広報 公開講演会 公開講演会（平成30年度） 福島学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 福島学習センター 福島学習センター事務長 教務・広報担当 廃棄
2019 福島学習センター 広報 公開講演会 公開講演会（平成31年度） 福島学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 福島学習センター 福島学習センター事務長 教務・広報担当 廃棄
2015 福島学習センター 庶務 法人文書ファイル管理簿(情報資産管理表等）等 法人文書ファイル管理簿等（平成27年度） 福島学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 福島学習センター 福島学習センター事務長 総務担当 廃棄
2016 福島学習センター 庶務 法人文書ファイル管理簿(情報資産管理表等）等 法人文書ファイル管理簿(情報資産管理表等）等（平成28年度） 福島学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 福島学習センター 福島学習センター事務長 総務担当 廃棄
2017 福島学習センター 庶務 法人文書ファイル管理簿(情報資産管理表等）等 法人文書ファイル管理簿(情報資産管理表等）等（平成29年度） 福島学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 福島学習センター 福島学習センター事務長 総務担当 廃棄
2018 福島学習センター 庶務 法人文書ファイル管理簿(情報資産管理表等）等 法人文書ファイル管理簿(情報資産管理表等）等（平成30年度） 福島学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 福島学習センター 福島学習センター事務長 総務担当 廃棄
2019 福島学習センター 庶務 法人文書ファイル管理簿(情報資産管理表等）等 法人文書ファイル管理簿(情報資産管理表等）等（平成31年度） 福島学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 福島学習センター 福島学習センター事務長 総務担当 廃棄
2010 福島学習センター 庶務 旅費・外勤交通費関係書類（旅行命令伺書・復命書） 旅費・外勤交通費関係書類（旅行命令伺書・復命書）（平成22年度） 福島学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 福島学習センター 福島学習センター事務長 総務担当 廃棄
2011 福島学習センター 庶務 旅費・外勤交通費関係書類（旅行命令伺書・復命書） 旅費・外勤交通費関係書類（旅行命令伺書・復命書）（平成23年度） 福島学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 福島学習センター 福島学習センター事務長 総務担当 廃棄
2012 福島学習センター 庶務 旅費・外勤交通費関係書類（旅行命令伺書・復命書） 旅費・外勤交通費関係書類（旅行命令伺書・復命書）（平成24年度） 福島学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 福島学習センター 福島学習センター事務長 総務担当 廃棄
2013 福島学習センター 庶務 旅費・外勤交通費関係書類（旅行命令伺書・復命書） 旅費・外勤交通費関係書類（旅行命令伺書・復命書）（平成25年度） 福島学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 福島学習センター 福島学習センター事務長 総務担当 廃棄
2014 福島学習センター 庶務 旅費・外勤交通費関係書類（旅行命令伺書・復命書） 旅費・外勤交通費関係書類（旅行命令伺書・復命書）（平成26年度） 福島学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 福島学習センター 福島学習センター事務長 総務担当 廃棄
2015 福島学習センター 庶務 旅費・外勤交通費関係書類（旅行命令伺書・復命書） 旅費・外勤交通費関係書類（旅行命令伺書・復命書）（平成27年度） 福島学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 福島学習センター 福島学習センター事務長 総務担当 廃棄
2016 福島学習センター 庶務 旅費・外勤交通費関係書類（旅行命令伺書・復命書） 旅費・外勤交通費関係書類（旅行命令伺書・復命書）（平成28年度） 福島学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 福島学習センター 福島学習センター事務長 総務担当 廃棄
2017 福島学習センター 庶務 旅費・外勤交通費関係書類（旅行命令伺書・復命書） 旅費・外勤交通費関係書類（旅行命令伺書・復命書）（平成29年度） 福島学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 福島学習センター 福島学習センター事務長 総務担当 廃棄
2018 福島学習センター 庶務 旅費・外勤交通費関係書類（旅行命令伺書・復命書） 旅費・外勤交通費関係書類（旅行命令伺書・復命書）（平成30年度） 福島学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 福島学習センター 福島学習センター事務長 総務担当 廃棄
2019 福島学習センター 庶務 旅費・外勤交通費関係書類（旅行命令伺書・復命書） 旅費・外勤交通費関係書類（旅行命令伺書・復命書）（平成31年度） 福島学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 福島学習センター 福島学習センター事務長 総務担当 廃棄
2014 福島学習センター 庶務 自家用車業務使用許可申請書 自家用車業務使用許可申請書（平成26年度） 福島学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 福島学習センター 福島学習センター事務長 総務担当 廃棄
2015 福島学習センター 庶務 自家用車業務使用許可申請書 自家用車業務使用許可申請書（平成27年度） 福島学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 福島学習センター 福島学習センター事務長 総務担当 廃棄
2016 福島学習センター 庶務 自家用車業務使用許可申請書 自家用車業務使用許可申請書（平成28年度） 福島学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 福島学習センター 福島学習センター事務長 総務担当 廃棄
2017 福島学習センター 庶務 自家用車業務使用許可申請書 自家用車業務使用許可申請書（平成29年度） 福島学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 福島学習センター 福島学習センター事務長 総務担当 廃棄
2018 福島学習センター 庶務 自家用車業務使用許可申請書 自家用車業務使用許可申請書（平成30年度） 福島学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 福島学習センター 福島学習センター事務長 総務担当 廃棄
2019 福島学習センター 庶務 自家用車業務使用許可申請書 自家用車業務使用許可申請書（平成31年度） 福島学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 福島学習センター 福島学習センター事務長 総務担当 廃棄
2010 福島学習センター 庶務 レンタカー業務使用許可申請書 レンタカー業務使用許可申請書（平成22年度） 福島学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 福島学習センター 福島学習センター事務長 総務担当 廃棄
2011 福島学習センター 庶務 レンタカー業務使用許可申請書 レンタカー業務使用許可申請書（平成23年度） 福島学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 福島学習センター 福島学習センター事務長 総務担当 廃棄
2012 福島学習センター 庶務 レンタカー業務使用許可申請書 レンタカー業務使用許可申請書（平成24年度） 福島学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 福島学習センター 福島学習センター事務長 総務担当 廃棄
2013 福島学習センター 庶務 レンタカー業務使用許可申請書 レンタカー業務使用許可申請書（平成25年度） 福島学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 福島学習センター 福島学習センター事務長 総務担当 廃棄
2014 福島学習センター 庶務 レンタカー業務使用許可申請書 レンタカー業務使用許可申請書（平成26年度） 福島学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 福島学習センター 福島学習センター事務長 総務担当 廃棄
2010 福島学習センター 庶務 物品管理状況報告書 物品管理状況報告書（平成22年度） 福島学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 福島学習センター 福島学習センター事務長 総務担当 廃棄
2011 福島学習センター 庶務 物品管理状況報告書 物品管理状況報告書（平成23年度） 福島学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 福島学習センター 福島学習センター事務長 総務担当 廃棄
2012 福島学習センター 庶務 物品管理状況報告書 物品管理状況報告書（平成24年度） 福島学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 福島学習センター 福島学習センター事務長 総務担当 廃棄
2013 福島学習センター 庶務 物品管理状況報告書 物品管理状況報告書（平成25年度） 福島学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 福島学習センター 福島学習センター事務長 総務担当 廃棄
2014 福島学習センター 庶務 物品管理状況報告書 物品管理状況報告書（平成26年度） 福島学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 福島学習センター 福島学習センター事務長 総務担当 廃棄
2015 福島学習センター 庶務 物品管理状況報告書 物品管理状況報告書（平成27年度） 福島学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 福島学習センター 福島学習センター事務長 総務担当 廃棄
2016 福島学習センター 庶務 物品管理状況報告書 物品管理状況報告書（平成28年度） 福島学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 福島学習センター 福島学習センター事務長 総務担当 廃棄
2017 福島学習センター 庶務 物品管理状況報告書 物品管理状況報告書（平成29年度） 福島学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 福島学習センター 福島学習センター事務長 総務担当 廃棄
2018 福島学習センター 庶務 物品管理状況報告書 物品管理状況報告書（平成30年度） 福島学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 福島学習センター 福島学習センター事務長 総務担当 廃棄
2019 福島学習センター 庶務 物品管理状況報告書 物品管理状況報告書（平成31年度） 福島学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 福島学習センター 福島学習センター事務長 総務担当 廃棄
2015 福島学習センター 庶務 公印使用簿 公印使用簿（平成27年度） 福島学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 福島学習センター 福島学習センター事務長 事務長 廃棄
2016 福島学習センター 庶務 公印使用簿 公印使用簿（平成28年度） 福島学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 電子(CD,USBメモリ等) 福島学習センター 福島学習センター事務長 事務長 廃棄
2017 福島学習センター 庶務 公印使用簿 公印使用簿（平成29年度） 福島学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 電子(CD,USBメモリ等) 福島学習センター 福島学習センター事務長 事務長 廃棄
2018 福島学習センター 庶務 公印使用簿 公印使用簿（平成30年度） 福島学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 電子(CD,USBメモリ等) 福島学習センター 福島学習センター事務長 事務長 廃棄
2019 福島学習センター 庶務 公印使用簿 公印使用簿（平成31年度） 福島学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 電子(CD,USBメモリ等) 福島学習センター 福島学習センター事務長 事務長 廃棄
2015 福島学習センター 庶務 センター利用の手引 センター利用の手引（平成27年度） 福島学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 福島学習センター 福島学習センター事務長 教務・広報担当 廃棄
2016 福島学習センター 庶務 センター利用の手引 センター利用の手引（平成28年度） 福島学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 福島学習センター 福島学習センター事務長 教務・広報担当 廃棄
2017 福島学習センター 庶務 センター利用の手引 センター利用の手引（平成29年度） 福島学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 福島学習センター 福島学習センター事務長 教務・広報担当 廃棄
2018 福島学習センター 庶務 センター利用の手引 センター利用の手引（平成30年度） 福島学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 福島学習センター 福島学習センター事務長 教務・広報担当 廃棄
2019 福島学習センター 庶務 センター利用の手引 センター利用の手引（平成31年度） 福島学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 福島学習センター 福島学習センター事務長 教務・広報担当 廃棄
2019 福島学習センター 庶務 学内通知等 学内通知等（平成31年度） 福島学習センター事務長 2020/4/1 1年 2021/3/31 紙 福島学習センター 福島学習センター事務長 総務担当 廃棄
2015 福島学習センター 職員 定期健康診断関係 定期健康診断関係（平成27年度） 福島学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 福島学習センター 福島学習センター事務長 総務担当 廃棄
2016 福島学習センター 職員 定期健康診断関係 定期健康診断関係（平成28年度） 福島学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 福島学習センター 福島学習センター事務長 総務担当 廃棄
2017 福島学習センター 職員 定期健康診断関係 定期健康診断関係（平成29年度） 福島学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 福島学習センター 福島学習センター事務長 総務担当 廃棄
2018 福島学習センター 職員 定期健康診断関係 定期健康診断関係（平成30年度） 福島学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 福島学習センター 福島学習センター事務長 総務担当 廃棄
2019 福島学習センター 職員 定期健康診断関係 定期健康診断関係（平成31年度） 福島学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 福島学習センター 福島学習センター事務長 総務担当 廃棄
2015 福島学習センター 職員 週休日及び勤務時間割振表・出勤簿・休暇簿 週休日及び勤務時間割振表・出勤簿・休暇簿（平成27年度） 福島学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 福島学習センター 福島学習センター事務長 総務担当 廃棄
2016 福島学習センター 職員 週休日及び勤務時間割振表・出勤簿・休暇簿 週休日及び勤務時間割振表・出勤簿・休暇簿（平成28年度） 福島学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 福島学習センター 福島学習センター事務長 総務担当 廃棄
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措置結果
2017 福島学習センター 職員 週休日及び勤務時間割振表・出勤簿・休暇簿 週休日及び勤務時間割振表・出勤簿・休暇簿（平成29年度） 福島学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 福島学習センター 福島学習センター事務長 総務担当 廃棄
2018 福島学習センター 職員 週休日及び勤務時間割振表・出勤簿・休暇簿 週休日及び勤務時間割振表・出勤簿・休暇簿（平成30年度） 福島学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 福島学習センター 福島学習センター事務長 総務担当 廃棄
2019 福島学習センター 職員 週休日及び勤務時間割振表・出勤簿・休暇簿 週休日及び勤務時間割振表・出勤簿・休暇簿（平成31年度） 福島学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 福島学習センター 福島学習センター事務長 総務担当 廃棄
2015 福島学習センター 職員 諸手当関係 諸手当関係（平成27年度） 福島学習センター事務長 2016/4/1 3年（支給喪失から） 紙 福島学習センター 福島学習センター事務長 総務担当 廃棄
2016 福島学習センター 職員 諸手当関係 諸手当関係（平成28年度） 福島学習センター事務長 2017/4/1 3年（支給喪失から） 紙 福島学習センター 福島学習センター事務長 総務担当 廃棄
2017 福島学習センター 職員 諸手当関係 諸手当関係（平成29年度） 福島学習センター事務長 2018/4/1 3年（支給喪失から） 紙 福島学習センター 福島学習センター事務長 総務担当 廃棄
2018 福島学習センター 職員 諸手当関係 諸手当関係（平成30年度） 福島学習センター事務長 2019/4/1 3年（支給喪失から） 紙 福島学習センター 福島学習センター事務長 総務担当 廃棄
2019 福島学習センター 職員 諸手当関係 諸手当関係（平成31年度） 福島学習センター事務長 2020/4/1 3年（支給喪失から） 紙 福島学習センター 福島学習センター事務長 総務担当 廃棄
2016 福島学習センター 職員 兼業関係 兼業関係（平成28年度） 福島学習センター事務長 2017/4/1 3年（兼業終了後） 紙 福島学習センター 福島学習センター事務長 事務長 廃棄
2017 福島学習センター 職員 兼業関係 兼業関係（平成29年度） 福島学習センター事務長 2018/4/1 3年（兼業終了後） 紙 福島学習センター 福島学習センター事務長 事務長 廃棄
2018 福島学習センター 職員 兼業関係 兼業関係（平成30年度） 福島学習センター事務長 2019/4/1 3年（兼業終了後） 紙 福島学習センター 福島学習センター事務長 事務長 廃棄
2019 福島学習センター 職員 兼業関係 兼業関係（平成31年度） 福島学習センター事務長 2020/4/1 3年（兼業終了後） 紙 福島学習センター 福島学習センター事務長 事務長 廃棄
2015 福島学習センター 面接授業 面接授業　成績評価簿 面接授業　成績評価簿（平成27年度） 福島学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 福島学習センター 福島学習センター事務長 面接授業担当 廃棄
2016 福島学習センター 面接授業 面接授業　成績評価簿 面接授業　成績評価簿（平成28年度） 福島学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 福島学習センター 福島学習センター事務長 面接授業担当 廃棄
2017 福島学習センター 面接授業 面接授業　成績評価簿 面接授業　成績評価簿（平成29年度） 福島学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 福島学習センター 福島学習センター事務長 面接授業担当 廃棄
2018 福島学習センター 面接授業 面接授業　成績評価簿 面接授業　成績評価簿（平成30年度） 福島学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 福島学習センター 福島学習センター事務長 面接授業担当 廃棄
2019 福島学習センター 面接授業 面接授業　成績評価簿 面接授業　成績評価簿（平成31年度） 福島学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 福島学習センター 福島学習センター事務長 面接授業担当 廃棄
2015 福島学習センター 教務関係 教員免許等講習関係 教員免許等講習関係（平成27年度） 福島学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 福島学習センター 福島学習センター事務長 事務長 廃棄
2016 福島学習センター 教務関係 教員免許等講習関係 教員免許等講習関係（平成28年度） 福島学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 福島学習センター 福島学習センター事務長 事務長 廃棄
2017 福島学習センター 教務関係 教員免許等講習関係 教員免許等講習関係（平成29年度） 福島学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 福島学習センター 福島学習センター事務長 事務長 廃棄
2018 福島学習センター 教務関係 教員免許等講習関係 教員免許等講習関係（平成30年度） 福島学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 福島学習センター 福島学習センター事務長 事務長 廃棄
2019 福島学習センター 教務関係 教員免許等講習関係 教員免許等講習関係（平成31年度） 福島学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 福島学習センター 福島学習センター事務長 事務長 廃棄
2016 福島学習センター 教務関係 大学コンソーシアム 大学コンソーシアム（平成28年度） 福島学習センター事務長 2017/4/1 3年（失効後） 紙 福島学習センター 福島学習センター事務長 事務長 廃棄
2017 福島学習センター 教務関係 大学コンソーシアム 大学コンソーシアム（平成29年度） 福島学習センター事務長 2018/4/1 3年（失効後） 紙 福島学習センター 福島学習センター事務長 事務長 廃棄
2018 福島学習センター 教務関係 大学コンソーシアム 大学コンソーシアム（平成30年度） 福島学習センター事務長 2019/4/1 3年（失効後） 紙 福島学習センター 福島学習センター事務長 事務長 廃棄
2019 福島学習センター 教務関係 大学コンソーシアム 大学コンソーシアム（平成31年度） 福島学習センター事務長 2020/4/1 3年（失効後） 紙 福島学習センター 福島学習センター事務長 事務長 廃棄
2015 福島学習センター 学生関係 奨学金関係 奨学金関係（平成27年度） 福島学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 福島学習センター 福島学習センター事務長 教務・広報担当 廃棄
2016 福島学習センター 学生関係 奨学金関係 奨学金関係（平成28年度） 福島学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 福島学習センター 福島学習センター事務長 教務・広報担当 廃棄
2017 福島学習センター 学生関係 奨学金関係 奨学金関係（平成29年度） 福島学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 福島学習センター 福島学習センター事務長 教務・広報担当 廃棄
2018 福島学習センター 学生関係 奨学金関係 奨学金関係（平成30年度） 福島学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 福島学習センター 福島学習センター事務長 教務・広報担当 廃棄
2019 福島学習センター 学生関係 奨学金関係 奨学金関係（平成31年度） 福島学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 福島学習センター 福島学習センター事務長 教務・広報担当 廃棄
2015 福島学習センター 学生関係 身体障がい特別措置 身体障がい特別措置（平成27年度） 福島学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 福島学習センター 福島学習センター事務長 事務長 廃棄
2016 福島学習センター 学生関係 身体障がい特別措置 身体障がい特別措置（平成28年度） 福島学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 福島学習センター 福島学習センター事務長 事務長 廃棄
2017 福島学習センター 学生関係 身体障がい特別措置 身体障がい特別措置（平成29年度） 福島学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 福島学習センター 福島学習センター事務長 事務長 廃棄
2018 福島学習センター 学生関係 身体障がい特別措置 身体障がい特別措置（平成30年度） 福島学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 福島学習センター 福島学習センター事務長 事務長 廃棄
2019 福島学習センター 学生関係 身体障がい特別措置 身体障がい特別措置（平成31年度） 福島学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 福島学習センター 福島学習センター事務長 事務長 廃棄
2015 福島学習センター 学生関係 学生団体手続き 学生団体手続き（平成27年度） 福島学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 福島学習センター 福島学習センター事務長 教務・広報担当 廃棄
2016 福島学習センター 学生関係 学生団体手続き 学生団体手続き（平成28年度） 福島学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 福島学習センター 福島学習センター事務長 教務・広報担当 廃棄
2017 福島学習センター 学生関係 学生団体手続き 学生団体手続き（平成29年度） 福島学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 福島学習センター 福島学習センター事務長 教務・広報担当 廃棄
2018 福島学習センター 学生関係 学生団体手続き 学生団体手続き（平成30年度） 福島学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 福島学習センター 福島学習センター事務長 教務・広報担当 廃棄
2019 福島学習センター 学生関係 学生団体手続き 学生団体手続き（平成31年度） 福島学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 福島学習センター 福島学習センター事務長 教務・広報担当 廃棄
2015 福島学習センター 学生関係 学生研修旅行 学生研修旅行（平成27年度） 福島学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 福島学習センター 福島学習センター事務長 教務・広報担当 廃棄
2016 福島学習センター 学生関係 学生研修旅行 学生研修旅行（平成28年度） 福島学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 福島学習センター 福島学習センター事務長 教務・広報担当 廃棄
2017 福島学習センター 学生関係 学生研修旅行 学生研修旅行（平成29年度） 福島学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 福島学習センター 福島学習センター事務長 教務・広報担当 廃棄
2018 福島学習センター 学生関係 学生研修旅行 学生研修旅行（平成30年度） 福島学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 福島学習センター 福島学習センター事務長 教務・広報担当 廃棄
2019 福島学習センター 学生関係 学生研修旅行 学生研修旅行（平成31年度） 福島学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 福島学習センター 福島学習センター事務長 教務・広報担当 廃棄
2018 福島学習センター 学生関係 付加価値増大　学長裁量経費　新時代補助　謝金補助 付加価値増大　学長裁量経費　新時代補助　謝金補助 福島学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 福島学習センター 福島学習センター事務長 事務長 廃棄
2019 福島学習センター 学生関係 付加価値増大　学長裁量経費　新時代補助　謝金補助 付加価値増大　学長裁量経費　新時代補助　謝金補助 福島学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 福島学習センター 福島学習センター事務長 事務長 廃棄
2017 福島学習センター 証明書 各種証明書・交付願（台帳含む） 各種証明書・交付願（台帳含む）（平成29年度） 福島学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 福島学習センター 福島学習センター事務長 教務・広報担当 廃棄
2018 福島学習センター 証明書 各種証明書・交付願（台帳含む） 各種証明書・交付願（台帳含む）（平成30年度） 福島学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 福島学習センター 福島学習センター事務長 教務・広報担当 廃棄
2019 福島学習センター 証明書 各種証明書・交付願（台帳含む） 各種証明書・交付願（台帳含む）（平成31年度） 福島学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 福島学習センター 福島学習センター事務長 教務・広報担当 廃棄
2017 福島学習センター 証明書 学割関係 学割関係（平成29年度） 福島学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 福島学習センター 福島学習センター事務長 教務・広報担当 廃棄
2018 福島学習センター 証明書 学割関係 学割関係（平成30年度） 福島学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 福島学習センター 福島学習センター事務長 教務・広報担当 廃棄
2019 福島学習センター 証明書 学割関係 学割関係（平成31年度） 福島学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 福島学習センター 福島学習センター事務長 教務・広報担当 廃棄
2015 福島学習センター 入試 大学院入学試験 大学院入学試験（平成27年度） 福島学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 福島学習センター 福島学習センター事務長 試験担当 廃棄
2016 福島学習センター 入試 大学院入学試験 大学院入学試験（平成28年度） 福島学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 福島学習センター 福島学習センター事務長 試験担当 廃棄
2017 福島学習センター 入試 大学院入学試験 大学院入学試験（平成29年度） 福島学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 福島学習センター 福島学習センター事務長 試験担当 廃棄
2018 福島学習センター 入試 大学院入学試験 大学院入学試験（平成30年度） 福島学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 福島学習センター 福島学習センター事務長 試験担当 廃棄
2019 福島学習センター 入試 大学院入学試験 大学院入学試験（平成31年度） 福島学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 福島学習センター 福島学習センター事務長 試験担当 廃棄
2015 福島学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験 単位認定試験（平成27年度） 福島学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 福島学習センター 福島学習センター事務長 事務長 廃棄
2016 福島学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験 単位認定試験（平成28年度） 福島学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 福島学習センター 福島学習センター事務長 事務長 廃棄
2017 福島学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験 単位認定試験（平成29年度） 福島学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 福島学習センター 福島学習センター事務長 事務長 廃棄
2018 福島学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験 単位認定試験（平成30年度） 福島学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 福島学習センター 福島学習センター事務長 事務長 廃棄
2019 福島学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験 単位認定試験（平成31年度） 福島学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 福島学習センター 福島学習センター事務長 事務長 廃棄
2017 福島学習センター 図書・視聴 図書室等利用統計 図書室等利用統計（平成29年度） 福島学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 福島学習センター 福島学習センター事務長 図書担当 廃棄
2018 福島学習センター 図書・視聴 図書室等利用統計 図書室等利用統計（平成30年度） 福島学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 福島学習センター 福島学習センター事務長 図書担当 廃棄
2019 福島学習センター 図書・視聴 図書室等利用統計 図書室等利用統計（平成31年度） 福島学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 福島学習センター 福島学習センター事務長 図書担当 廃棄
2017 福島学習センター 図書・視聴 文献複写・印刷教材・ｵｰﾌﾟﾝﾌｫｰﾗﾑ申込書 文献複写・印刷教材・ｵｰﾌﾟﾝﾌｫｰﾗﾑ申込書（平成29年度） 福島学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 福島学習センター 福島学習センター事務長 総務担当 廃棄
2018 福島学習センター 図書・視聴 文献複写・印刷教材・ｵｰﾌﾟﾝﾌｫｰﾗﾑ申込書 文献複写・印刷教材・ｵｰﾌﾟﾝﾌｫｰﾗﾑ申込書（平成30年度） 福島学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 福島学習センター 福島学習センター事務長 総務担当 廃棄
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2019 福島学習センター 図書・視聴 文献複写・印刷教材・ｵｰﾌﾟﾝﾌｫｰﾗﾑ申込書 文献複写・印刷教材・ｵｰﾌﾟﾝﾌｫｰﾗﾑ申込書（平成31年度） 福島学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 福島学習センター 福島学習センター事務長 総務担当 廃棄
2010 福島学習センター 会計 出納員　現金払込仕訳書・振替伝票・現金出納簿・入金実績リスト 出納員　現金払込仕訳書・振替伝票・現金出納簿・入金実績リスト（平成22年度） 福島学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 福島学習センター 福島学習センター事務長 総務担当 廃棄
2011 福島学習センター 会計 出納員　現金払込仕訳書・振替伝票・現金出納簿・入金実績リスト 出納員　現金払込仕訳書・振替伝票・現金出納簿・入金実績リスト（平成23年度） 福島学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 福島学習センター 福島学習センター事務長 総務担当 廃棄
2012 福島学習センター 会計 出納員　現金払込仕訳書・振替伝票・現金出納簿・入金実績リスト 出納員　現金払込仕訳書・振替伝票・現金出納簿・入金実績リスト（平成24年度） 福島学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 福島学習センター 福島学習センター事務長 総務担当 廃棄
2013 福島学習センター 会計 出納員　現金払込仕訳書・振替伝票・現金出納簿・入金実績リスト 出納員　現金払込仕訳書・振替伝票・現金出納簿・入金実績リスト（平成25年度） 福島学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 福島学習センター 福島学習センター事務長 総務担当 廃棄
2014 福島学習センター 会計 出納員　現金払込仕訳書・振替伝票・現金出納簿・入金実績リスト 出納員　現金払込仕訳書・振替伝票・現金出納簿・入金実績リスト（平成26年度） 福島学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 福島学習センター 福島学習センター事務長 総務担当 廃棄
2015 福島学習センター 会計 出納員　現金払込仕訳書・振替伝票・現金出納簿・入金実績リスト 出納員　現金払込仕訳書・振替伝票・現金出納簿・入金実績リスト（平成27年度） 福島学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 福島学習センター 福島学習センター事務長 総務担当 廃棄
2016 福島学習センター 会計 出納員　現金払込仕訳書・振替伝票・現金出納簿・入金実績リスト 出納員　現金払込仕分書・振替伝票・現金出納簿・入金実績リスト（平成28年度） 福島学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 福島学習センター 福島学習センター事務長 総務担当 廃棄
2017 福島学習センター 会計 出納員　現金払込仕訳書・振替伝票・現金出納簿・入金実績リスト 出納員　現金払込仕分書・振替伝票・現金出納簿・入金実績リスト（平成29年度） 福島学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 福島学習センター 福島学習センター事務長 総務担当 廃棄
2018 福島学習センター 会計 出納員　現金払込仕訳書・振替伝票・現金出納簿・入金実績リスト 出納員　現金払込仕分書・振替伝票・現金出納簿・入金実績リスト（平成30年度） 福島学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 福島学習センター 福島学習センター事務長 総務担当 廃棄
2019 福島学習センター 会計 出納員　現金払込仕訳書・振替伝票・現金出納簿・入金実績リスト 出納員　現金払込仕分書・振替伝票・現金出納簿・入金実績リスト（平成31年度） 福島学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 福島学習センター 福島学習センター事務長 総務担当 廃棄
2010 福島学習センター 会計 前渡資金　要求書・精算書・出納簿 前渡資金　要求書・精算書・出納簿（平成22年度） 福島学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 福島学習センター 福島学習センター事務長 総務担当 廃棄
2011 福島学習センター 会計 前渡資金　要求書・精算書・出納簿 前渡資金　要求書・精算書・出納簿（平成23年度） 福島学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 福島学習センター 福島学習センター事務長 総務担当 廃棄
2012 福島学習センター 会計 前渡資金　要求書・精算書・出納簿 前渡資金　要求書・精算書・出納簿（平成24年度） 福島学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 福島学習センター 福島学習センター事務長 総務担当 廃棄
2013 福島学習センター 会計 前渡資金　要求書・精算書・出納簿 前渡資金　要求書・精算書・出納簿（平成25年度） 福島学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 福島学習センター 福島学習センター事務長 総務担当 廃棄
2014 福島学習センター 会計 前渡資金　要求書・精算書・出納簿 前渡資金　要求書・精算書・出納簿（平成26年度） 福島学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 福島学習センター 福島学習センター事務長 総務担当 廃棄
2015 福島学習センター 会計 前渡資金　要求書・精算書・出納簿 前渡資金　要求書・精算書・出納簿（平成27年度） 福島学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 福島学習センター 福島学習センター事務長 総務担当 廃棄
2016 福島学習センター 会計 前渡資金　要求書・精算書・出納簿 前渡資金　要求書・精算書・出納簿（平成28年度） 福島学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 福島学習センター 福島学習センター事務長 総務担当 廃棄
2017 福島学習センター 会計 前渡資金　要求書・精算書・出納簿 前渡資金　要求書・精算書・出納簿（平成29年度） 福島学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 福島学習センター 福島学習センター事務長 総務担当 廃棄
2018 福島学習センター 会計 前渡資金　要求書・精算書・出納簿 前渡資金　要求書・精算書・出納簿（平成30年度） 福島学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 福島学習センター 福島学習センター事務長 総務担当 廃棄
2019 福島学習センター 会計 前渡資金　要求書・精算書・出納簿 前渡資金　要求書・精算書・出納簿（平成31年度） 福島学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 福島学習センター 福島学習センター事務長 総務担当 廃棄
2010 福島学習センター 会計 予算関係 予算関係（平成22年度） 福島学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 福島学習センター 福島学習センター事務長 総務担当 廃棄
2011 福島学習センター 会計 予算関係 予算関係（平成23年度） 福島学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 福島学習センター 福島学習センター事務長 総務担当 廃棄
2012 福島学習センター 会計 予算関係 予算関係（平成24年度） 福島学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 福島学習センター 福島学習センター事務長 総務担当 廃棄
2013 福島学習センター 会計 予算関係 予算関係（平成25年度） 福島学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 福島学習センター 福島学習センター事務長 総務担当 廃棄
2014 福島学習センター 会計 予算関係 予算関係（平成26年度） 福島学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 福島学習センター 福島学習センター事務長 総務担当 廃棄
2015 福島学習センター 会計 予算関係 予算関係（平成27年度） 福島学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 福島学習センター 福島学習センター事務長 総務担当 廃棄
2016 福島学習センター 会計 予算関係 予算関係（平成28年度） 福島学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 福島学習センター 福島学習センター事務長 総務担当 廃棄
2017 福島学習センター 会計 予算関係 予算関係（平成29年度） 福島学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 福島学習センター 福島学習センター事務長 総務担当 廃棄
2018 福島学習センター 会計 予算関係 予算関係（平成30年度） 福島学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 福島学習センター 福島学習センター事務長 総務担当 廃棄
2019 福島学習センター 会計 予算関係 予算関係（平成31年度） 福島学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 福島学習センター 福島学習センター事務長 総務担当 廃棄
2010 福島学習センター 会計 契約関係 契約関係（平成22年度） 福島学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 福島学習センター 福島学習センター事務長 総務担当 廃棄
2011 福島学習センター 会計 契約関係 契約関係（平成23年度） 福島学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 福島学習センター 福島学習センター事務長 総務担当 廃棄
2012 福島学習センター 会計 契約関係 契約関係（平成24年度） 福島学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 福島学習センター 福島学習センター事務長 総務担当 廃棄
2013 福島学習センター 会計 契約関係 契約関係（平成25年度） 福島学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 福島学習センター 福島学習センター事務長 総務担当 廃棄
2014 福島学習センター 会計 契約関係 契約関係（平成26年度） 福島学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 福島学習センター 福島学習センター事務長 総務担当 廃棄
2015 福島学習センター 会計 契約関係 契約関係（平成27年度） 福島学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 福島学習センター 福島学習センター事務長 総務担当 廃棄
2016 福島学習センター 会計 契約関係 契約関係（平成28年度） 福島学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 福島学習センター 福島学習センター事務長 総務担当 廃棄
2017 福島学習センター 会計 契約関係 契約関係（平成29年度） 福島学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 福島学習センター 福島学習センター事務長 総務担当 廃棄
2018 福島学習センター 会計 契約関係 契約関係（平成30年度） 福島学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 福島学習センター 福島学習センター事務長 総務担当 廃棄
2019 福島学習センター 会計 契約関係 契約関係（平成31年度） 福島学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 福島学習センター 福島学習センター事務長 総務担当 廃棄
2010 福島学習センター 会計 物品修得及び修繕（役務）請求書及びレンタカー使用許可申請書 物品取得及び修繕（役務）請求書（平成22年度） 福島学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 福島学習センター 福島学習センター事務長 総務担当 廃棄
2011 福島学習センター 会計 物品修得及び修繕（役務）請求書及びレンタカー使用許可申請書 物品取得及び修繕（役務）請求書（平成23年度） 福島学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 福島学習センター 福島学習センター事務長 総務担当 廃棄
2012 福島学習センター 会計 物品修得及び修繕（役務）請求書及びレンタカー使用許可申請書 物品修得及び修繕（役務）請求書（平成24年度） 福島学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 福島学習センター 福島学習センター事務長 総務担当 廃棄
2013 福島学習センター 会計 物品修得及び修繕（役務）請求書及びレンタカー使用許可申請書 物品修得及び修繕（役務）請求書（平成25年度） 福島学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 福島学習センター 福島学習センター事務長 総務担当 廃棄
2014 福島学習センター 会計 物品修得及び修繕（役務）請求書及びレンタカー使用許可申請書 物品修得及び修繕（役務）請求書（平成26年度） 福島学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 福島学習センター 福島学習センター事務長 総務担当 廃棄
2015 福島学習センター 会計 物品修得及び修繕（役務）請求書及びレンタカー使用許可申請書 物品修得及び修繕（役務）請求書及びレンタカー使用許可申請書（平成27年度） 福島学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 福島学習センター 福島学習センター事務長 総務担当 廃棄
2016 福島学習センター 会計 物品修得及び修繕（役務）請求書及びレンタカー使用許可申請書 物品修得及び修繕（役務）請求書及びレンタカー使用許可申請書（平成28年度） 福島学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 福島学習センター 福島学習センター事務長 総務担当 廃棄
2017 福島学習センター 会計 物品修得及び修繕（役務）請求書及びレンタカー使用許可申請書 物品修得及び修繕（役務）請求書及びレンタカー使用許可申請書（平成29年度） 福島学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 福島学習センター 福島学習センター事務長 総務担当 廃棄
2018 福島学習センター 会計 物品修得及び修繕（役務）請求書及びレンタカー使用許可申請書 物品修得及び修繕（役務）請求書及びレンタカー使用許可申請書（平成30年度） 福島学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 福島学習センター 福島学習センター事務長 総務担当 廃棄
2019 福島学習センター 会計 物品修得及び修繕（役務）請求書及びレンタカー使用許可申請書 物品修得及び修繕（役務）請求書及びレンタカー使用許可申請書（平成31年度） 福島学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 福島学習センター 福島学習センター事務長 総務担当 廃棄
2010 福島学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等受払簿（平成22年度） 福島学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 福島学習センター 福島学習センター事務長 総務担当 廃棄
2011 福島学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等受払簿（平成23年度） 福島学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 福島学習センター 福島学習センター事務長 総務担当 廃棄
2012 福島学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等受払簿（平成24年度） 福島学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 福島学習センター 福島学習センター事務長 総務担当 廃棄
2013 福島学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等受払簿（平成25年度） 福島学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 福島学習センター 福島学習センター事務長 総務担当 廃棄
2014 福島学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等受払簿（平成26年度） 福島学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 福島学習センター 福島学習センター事務長 総務担当 廃棄
2015 福島学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等受払簿（平成27年度） 福島学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 福島学習センター 福島学習センター事務長 総務担当 廃棄
2016 福島学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等受払簿（平成28年度） 福島学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 福島学習センター 福島学習センター事務長 総務担当 廃棄
2017 福島学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等受払簿（平成29年度） 福島学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 福島学習センター 福島学習センター事務長 総務担当 廃棄
2018 福島学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等受払簿（平成30年度） 福島学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 福島学習センター 福島学習センター事務長 総務担当 廃棄
2019 福島学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等受払簿（平成31年度） 福島学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 福島学習センター 福島学習センター事務長 総務担当 廃棄
2010 福島学習センター 会計 領収書(システム発行）学研災・面接授業追加登録・証明書発行 領収書(システム発行）学研災・面接授業追加登録・証明書発行（平成22年度） 福島学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 福島学習センター 福島学習センター事務長 総務担当 廃棄
2011 福島学習センター 会計 領収書(システム発行）学研災・面接授業追加登録・証明書発行 領収書(システム発行）学研災・面接授業追加登録・証明書発行（平成23年度） 福島学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 福島学習センター 福島学習センター事務長 総務担当 廃棄
2012 福島学習センター 会計 領収書(システム発行）学研災・面接授業追加登録・証明書発行 領収書(システム発行）学研災・面接授業追加登録・証明書発行（平成24年度） 福島学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 福島学習センター 福島学習センター事務長 総務担当 廃棄
2013 福島学習センター 会計 領収書(システム発行）学研災・面接授業追加登録・証明書発行 領収書(システム発行）学研災・面接授業追加登録・証明書発行（平成25年度） 福島学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 福島学習センター 福島学習センター事務長 総務担当 廃棄
2014 福島学習センター 会計 領収書(システム発行）学研災・面接授業追加登録・証明書発行 領収書(システム発行）学研災・面接授業追加登録・証明書発行（平成26年度） 福島学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 福島学習センター 福島学習センター事務長 総務担当 廃棄
2015 福島学習センター 会計 領収書(システム発行）学研災・面接授業追加登録・証明書発行 領収書(システム発行）学研災・面接授業追加登録・証明書発行（平成27年度） 福島学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 福島学習センター 福島学習センター事務長 総務担当 廃棄
2016 福島学習センター 会計 領収書(システム発行）学研災・面接授業追加登録・証明書発行 領収書(システム発行）学研災・面接授業追加登録・証明書発行（平成28年度） 福島学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 福島学習センター 福島学習センター事務長 総務担当 廃棄
2017 福島学習センター 会計 領収書(システム発行）学研災・面接授業追加登録・証明書発行 領収書(システム発行）学研災・面接授業追加登録・証明書発行（平成29年度） 福島学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 福島学習センター 福島学習センター事務長 総務担当 廃棄
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2018 福島学習センター 会計 領収書(システム発行）学研災・面接授業追加登録・証明書発行 領収書(システム発行）学研災・面接授業追加登録・証明書発行（平成30年度） 福島学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 福島学習センター 福島学習センター事務長 総務担当 廃棄
2019 福島学習センター 会計 領収書(システム発行）学研災・面接授業追加登録・証明書発行 領収書(システム発行）学研災・面接授業追加登録・証明書発行（平成31年度） 福島学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 福島学習センター 福島学習センター事務長 総務担当 廃棄
2010 福島学習センター 会計 領収書(手書き発行) 領収書(手書き発行)(平成22年度) 福島学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 福島学習センター 福島学習センター事務長 総務担当 廃棄
2011 福島学習センター 会計 領収書(手書き発行) 領収書(手書き発行)(平成23年度) 福島学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 福島学習センター 福島学習センター事務長 総務担当 廃棄
2012 福島学習センター 会計 領収書(手書き発行) 領収書(手書き発行)(平成24年度) 福島学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 福島学習センター 福島学習センター事務長 総務担当 廃棄
2013 福島学習センター 会計 領収書(手書き発行) 領収書(手書き発行)(平成25年度) 福島学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 福島学習センター 福島学習センター事務長 総務担当 廃棄
2014 福島学習センター 会計 領収書(手書き発行) 領収書(手書き発行)(平成26年度) 福島学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 福島学習センター 福島学習センター事務長 総務担当 廃棄
2015 福島学習センター 会計 領収書(手書き発行) 領収書(手書き発行)(平成27年度) 福島学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 福島学習センター 福島学習センター事務長 総務担当 廃棄
2016 福島学習センター 会計 領収書(手書き発行) 領収書(手書き発行)(平成28年度) 福島学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 福島学習センター 福島学習センター事務長 総務担当 廃棄
2017 福島学習センター 会計 領収書(手書き発行) 領収書(手書き発行)(平成29年度) 福島学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 福島学習センター 福島学習センター事務長 総務担当 廃棄
2018 福島学習センター 会計 領収書(手書き発行) 領収書(手書き発行)(平成30年度) 福島学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 福島学習センター 福島学習センター事務長 総務担当 廃棄
2019 福島学習センター 会計 領収書(手書き発行) 領収書(手書き発行)(平成31年度) 福島学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 福島学習センター 福島学習センター事務長 総務担当 廃棄
2017 福島学習センター 会計 各種報告書（清掃等） 各種報告書（清掃等）（平成29年度） 福島学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 福島学習センター 福島学習センター事務長 総務担当 廃棄
2018 福島学習センター 会計 各種報告書（清掃等） 各種報告書（清掃等）（平成30年度） 福島学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 福島学習センター 福島学習センター事務長 総務担当 廃棄
2019 福島学習センター 会計 各種報告書（清掃等） 各種報告書（清掃等）（平成31年度） 福島学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 福島学習センター 福島学習センター事務長 総務担当 廃棄
1997 茨城学習センター 式典 平成9年開所式関係綴 平成9年開所式関係綴 茨城学習センター事務長 1998/4/1 無期限 紙 茨城学習センター 茨城学習センター事務長 廃棄
1997 茨城学習センター 式典 登記書類・合築関係綴 登記書類・合築関係綴 茨城学習センター事務長 1998/4/1 無期限 紙 茨城学習センター 茨城学習センター事務長 廃棄
2007 茨城学習センター 式典 開設10周年記念誌 開設10周年記念誌 茨城学習センター事務長 2008/4/1 無期限 紙 茨城学習センター 茨城学習センター事務長 廃棄
2017 茨城学習センター 式典 開設20周年記念誌 開設20周年記念誌 茨城学習センター事務長 2018/4/1 無期限 紙 茨城学習センター 茨城学習センター事務長 廃棄
2010 茨城学習センター 式典 入学者の集い・学位記授与式 入学者の集い・学位記授与式（平成22年度） 茨城学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 茨城学習センター 茨城学習センター事務長 廃棄
2011 茨城学習センター 式典 入学者の集い・学位記授与式 入学者の集い・学位記授与式（平成23年度） 茨城学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 茨城学習センター 茨城学習センター事務長 廃棄
2012 茨城学習センター 式典 入学者の集い・学位記授与式 入学者の集い・学位記授与式（平成24年度） 茨城学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 茨城学習センター 茨城学習センター事務長 廃棄
2013 茨城学習センター 式典 入学者の集い・学位記授与式 入学者の集い・学位記授与式（平成25年度） 茨城学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 茨城学習センター 茨城学習センター事務長 廃棄
2014 茨城学習センター 式典 入学者の集い・学位記授与式 入学者の集い・学位記授与式（平成26年度） 茨城学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 茨城学習センター 茨城学習センター事務長 廃棄
2015 茨城学習センター 式典 入学者の集い・学位記授与式 入学者の集い・学位記授与式（平成27年度） 茨城学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 茨城学習センター 茨城学習センター事務長 廃棄
2016 茨城学習センター 式典 入学者の集い・学位記授与式 入学者の集い・学位記授与式（平成28年度） 茨城学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 茨城学習センター 茨城学習センター事務長 廃棄
2017 茨城学習センター 式典 入学者の集い・学位記授与式 入学者の集い・学位記授与式（平成29年度） 茨城学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 茨城学習センター 茨城学習センター事務長 廃棄
2018 茨城学習センター 式典 入学者の集い・学位記授与式 入学者の集い・学位記授与式（平成30年度） 茨城学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 茨城学習センター 茨城学習センター事務長 廃棄
2019 茨城学習センター 式典 入学者の集い・学位記授与式 入学者の集い・学位記授与式（令和元年度） 茨城学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 茨城学習センター 茨城学習センター事務長 廃棄
2015 茨城学習センター 人事 非常勤職員任免関係 非常勤職員任免関係（平成27年度） 茨城学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 茨城学習センター 茨城学習センター事務長 廃棄
2016 茨城学習センター 人事 非常勤職員任免関係 非常勤職員任免関係（平成28年度） 茨城学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 茨城学習センター 茨城学習センター事務長 廃棄
2017 茨城学習センター 人事 非常勤職員任免関係 非常勤職員任免関係（平成29年度） 茨城学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 茨城学習センター 茨城学習センター事務長 廃棄
2018 茨城学習センター 人事 非常勤職員任免関係 非常勤職員任免関係（平成30年度） 茨城学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 茨城学習センター 茨城学習センター事務長 廃棄
2019 茨城学習センター 人事 非常勤職員任免関係 非常勤職員任免関係（令和元年度） 茨城学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 茨城学習センター 茨城学習センター事務長 廃棄
2017 茨城学習センター 諸会議 北関東ブロック会議 北関東ブロック会議（平成29年度） 茨城学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 茨城学習センター 茨城学習センター事務長 廃棄
2018 茨城学習センター 諸会議 北関東ブロック会議 北関東ブロック会議（平成30年度） 茨城学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 茨城学習センター 茨城学習センター事務長 廃棄
2019 茨城学習センター 諸会議 北関東ブロック会議 北関東ブロック会議（令和元年度） 茨城学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 茨城学習センター 茨城学習センター事務長 廃棄
2015 茨城学習センター 広報 広報活動 広報活動（平成27年度第2学期） 茨城学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 茨城学習センター 茨城学習センター事務長 廃棄
2015 茨城学習センター 広報 広報活動 広報活動（平成28年度第1学期） 茨城学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 茨城学習センター 茨城学習センター事務長 廃棄
2016 茨城学習センター 広報 広報活動 広報活動（平成28年度第2学期） 茨城学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 茨城学習センター 茨城学習センター事務長 廃棄
2016 茨城学習センター 広報 広報活動 広報活動（平成29年度第1学期） 茨城学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 茨城学習センター 茨城学習センター事務長 廃棄
2017 茨城学習センター 広報 広報活動 広報活動（平成29年度第2学期） 茨城学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 茨城学習センター 茨城学習センター事務長 廃棄
2017 茨城学習センター 広報 広報活動 広報活動（平成30年度第1学期） 茨城学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 茨城学習センター 茨城学習センター事務長 廃棄
2018 茨城学習センター 広報 広報活動 広報活動（平成30年度第2学期） 茨城学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 茨城学習センター 茨城学習センター事務長 廃棄
2018 茨城学習センター 広報 広報活動 広報活動（令和元年度第1学期） 茨城学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 茨城学習センター 茨城学習センター事務長 廃棄
2019 茨城学習センター 広報 広報活動 広報活動（令和元年度第2学期） 茨城学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 茨城学習センター 茨城学習センター事務長 廃棄
2010 茨城学習センター 庶務 出張命令復命書 出張命令復命書（平成22年度） 茨城学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 茨城学習センター 茨城学習センター事務長 廃棄
2011 茨城学習センター 庶務 出張命令復命書 出張命令復命書（平成23年度） 茨城学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 茨城学習センター 茨城学習センター事務長 廃棄
2012 茨城学習センター 庶務 出張命令復命書 出張命令復命書（平成24年度） 茨城学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 茨城学習センター 茨城学習センター事務長 廃棄
2013 茨城学習センター 庶務 出張命令復命書 出張命令復命書（平成25年度） 茨城学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 茨城学習センター 茨城学習センター事務長 廃棄
2014 茨城学習センター 庶務 出張命令復命書 出張命令復命書（平成26年度） 茨城学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 茨城学習センター 茨城学習センター事務長 廃棄
2015 茨城学習センター 庶務 出張命令復命書 出張命令復命書（平成27年度） 茨城学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 茨城学習センター 茨城学習センター事務長 廃棄
2016 茨城学習センター 庶務 出張命令復命書 出張命令復命書（平成28年度） 茨城学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 茨城学習センター 茨城学習センター事務長 廃棄
2017 茨城学習センター 庶務 出張命令復命書 出張命令復命書（平成29年度） 茨城学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 茨城学習センター 茨城学習センター事務長 廃棄
2018 茨城学習センター 庶務 出張命令復命書 出張命令復命書（平成30年度） 茨城学習センター事務長 2019/4/1 11年 2029/3/31 紙 茨城学習センター 茨城学習センター事務長 廃棄
2019 茨城学習センター 庶務 出張命令復命書 出張命令復命書（令和元年度） 茨城学習センター事務長 2020/4/1 11年 2030/3/31 紙 茨城学習センター 茨城学習センター事務長 廃棄
2015 茨城学習センター 庶務 文書処理簿 文書処理簿（平成27年度） 茨城学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 茨城学習センター 茨城学習センター事務長 廃棄
2016 茨城学習センター 庶務 文書処理簿 文書処理簿（平成28年度） 茨城学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 茨城学習センター 茨城学習センター事務長 廃棄
2017 茨城学習センター 庶務 文書処理簿 文書処理簿（平成29年度） 茨城学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 茨城学習センター 茨城学習センター事務長 廃棄
2018 茨城学習センター 庶務 文書処理簿 文書処理簿（平成30年度） 茨城学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 茨城学習センター 茨城学習センター事務長 廃棄
2019 茨城学習センター 庶務 文書処理簿 文書処理簿（令和元年度） 茨城学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 茨城学習センター 茨城学習センター事務長 廃棄
2010 茨城学習センター 庶務 旅行命令・依頼伺 旅行命令・依頼伺（平成22年度） 茨城学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 茨城学習センター 茨城学習センター事務長 廃棄
2011 茨城学習センター 庶務 旅行命令・依頼伺 旅行命令・依頼伺（平成23年度） 茨城学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 茨城学習センター 茨城学習センター事務長 廃棄
2012 茨城学習センター 庶務 旅行命令・依頼伺 旅行命令・依頼伺（平成24年度） 茨城学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 茨城学習センター 茨城学習センター事務長 廃棄
2013 茨城学習センター 庶務 旅行命令・依頼伺 旅行命令・依頼伺（平成25年度） 茨城学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 茨城学習センター 茨城学習センター事務長 廃棄
2014 茨城学習センター 庶務 旅行命令・依頼伺 旅行命令・依頼伺（平成26年度） 茨城学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 茨城学習センター 茨城学習センター事務長 廃棄
2015 茨城学習センター 庶務 旅行命令・依頼伺 旅行命令・依頼伺（平成27年度） 茨城学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 茨城学習センター 茨城学習センター事務長 廃棄
2016 茨城学習センター 庶務 旅行命令・依頼伺 旅行命令・依頼伺（平成28年度） 茨城学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 茨城学習センター 茨城学習センター事務長 廃棄
2017 茨城学習センター 庶務 旅行命令・依頼伺 旅行命令・依頼伺（平成29年度） 茨城学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 茨城学習センター 茨城学習センター事務長 廃棄
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2018 茨城学習センター 庶務 旅行命令・依頼伺 旅行命令・依頼伺（平成30年度） 茨城学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 茨城学習センター 茨城学習センター事務長 廃棄
2019 茨城学習センター 庶務 旅行命令・依頼伺 旅行命令・依頼伺（平成元年度） 茨城学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 茨城学習センター 茨城学習センター事務長 廃棄
2010 茨城学習センター 庶務 物品管理状況報告書 物品管理状況報告書（平成22年度） 茨城学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 茨城学習センター 茨城学習センター事務長 廃棄
2011 茨城学習センター 庶務 物品管理状況報告書 物品管理状況報告書（平成23年度） 茨城学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 茨城学習センター 茨城学習センター事務長 廃棄
2012 茨城学習センター 庶務 物品管理状況報告書 物品管理状況報告書（平成24年度） 茨城学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 茨城学習センター 茨城学習センター事務長 廃棄
2013 茨城学習センター 庶務 物品管理状況報告書 物品管理状況報告書（平成25年度） 茨城学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 茨城学習センター 茨城学習センター事務長 廃棄
2014 茨城学習センター 庶務 物品管理状況報告書 物品管理状況報告書（平成26年度） 茨城学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 茨城学習センター 茨城学習センター事務長 廃棄
2015 茨城学習センター 庶務 物品管理状況報告書 物品管理状況報告書（平成27年度） 茨城学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 茨城学習センター 茨城学習センター事務長 廃棄
2016 茨城学習センター 庶務 物品管理状況報告書 物品管理状況報告書（平成28年度） 茨城学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 茨城学習センター 茨城学習センター事務長 廃棄
2017 茨城学習センター 庶務 物品管理状況報告書 物品管理状況報告書（平成29年度） 茨城学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 茨城学習センター 茨城学習センター事務長 廃棄
2018 茨城学習センター 庶務 物品管理状況報告書 物品管理状況報告書（平成30年度） 茨城学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 茨城学習センター 茨城学習センター事務長 廃棄
2019 茨城学習センター 庶務 物品管理状況報告書 物品管理状況報告書（令和元年度） 茨城学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 茨城学習センター 茨城学習センター事務長 廃棄
2015 茨城学習センター 庶務 公印使用記録簿 公印使用記録簿（平成27年度） 茨城学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 茨城学習センター 茨城学習センター事務長 廃棄
2016 茨城学習センター 庶務 公印使用記録簿 公印使用記録簿（平成28年度） 茨城学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 茨城学習センター 茨城学習センター事務長 廃棄
2017 茨城学習センター 庶務 公印使用記録簿 公印使用記録簿（平成29年度） 茨城学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 茨城学習センター 茨城学習センター事務長 廃棄
2018 茨城学習センター 庶務 公印使用記録簿 公印使用記録簿（平成30年度） 茨城学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 茨城学習センター 茨城学習センター事務長 廃棄
2019 茨城学習センター 庶務 公印使用記録簿 公印使用記録簿（令和元年度） 茨城学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 茨城学習センター 茨城学習センター事務長 廃棄
2017 茨城学習センター 職員 休暇簿 休暇簿（平成29年） 茨城学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 茨城学習センター 茨城学習センター事務長 廃棄
2018 茨城学習センター 職員 休暇簿 休暇簿（平成30年） 茨城学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 茨城学習センター 茨城学習センター事務長 廃棄
2019 茨城学習センター 職員 休暇簿 休暇簿（令和元年） 茨城学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 茨城学習センター 茨城学習センター事務長 廃棄
2017 茨城学習センター 職員 勤務時間報告書 勤務時間報告書（平成29年度） 茨城学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 茨城学習センター 茨城学習センター事務長 廃棄
2018 茨城学習センター 職員 勤務時間報告書 勤務時間報告書（平成30年度） 茨城学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 茨城学習センター 茨城学習センター事務長 廃棄
2019 茨城学習センター 職員 勤務時間報告書 勤務時間報告書（令和元年度） 茨城学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 茨城学習センター 茨城学習センター事務長 廃棄
2017 茨城学習センター 職員 個人別振替休日処理状況表 個人別振替休日処理状況表（平成29年度） 茨城学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 茨城学習センター 茨城学習センター事務長 廃棄
2018 茨城学習センター 職員 個人別振替休日処理状況表 個人別振替休日処理状況表（平成30年度） 茨城学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 茨城学習センター 茨城学習センター事務長 廃棄
2019 茨城学習センター 職員 個人別振替休日処理状況表 個人別振替休日処理状況表（令和元年度） 茨城学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 茨城学習センター 茨城学習センター事務長 廃棄
2017 茨城学習センター 職員 週休日及び勤務時間割振表 週休日及び勤務時間割振表（平成29年度） 茨城学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 茨城学習センター 茨城学習センター事務長 廃棄
2018 茨城学習センター 職員 週休日及び勤務時間割振表 週休日及び勤務時間割振表（平成30年度） 茨城学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 茨城学習センター 茨城学習センター事務長 廃棄
2019 茨城学習センター 職員 週休日及び勤務時間割振表 週休日及び勤務時間割振表（令和元年度） 茨城学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 茨城学習センター 茨城学習センター事務長 廃棄
2017 茨城学習センター 職員 出勤簿 出勤簿（平成29年） 茨城学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 茨城学習センター 茨城学習センター事務長 廃棄
2018 茨城学習センター 職員 出勤簿 出勤簿（平成30年） 茨城学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 茨城学習センター 茨城学習センター事務長 廃棄
2019 茨城学習センター 職員 出勤簿 出勤簿（令和元年） 茨城学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 茨城学習センター 茨城学習センター事務長 廃棄
2009 茨城学習センター 職員 住居手当 住居手当（平成21年度） 茨城学習センター事務長 2010/4/1 3年（支給喪失から） 紙 茨城学習センター 茨城学習センター事務長 廃棄
2010 茨城学習センター 職員 住居手当 住居手当（平成22年度） 茨城学習センター事務長 2011/4/1 3年（支給喪失から） 紙 茨城学習センター 茨城学習センター事務長 廃棄
2011 茨城学習センター 職員 住居手当 住居手当（平成23年度） 茨城学習センター事務長 2012/4/1 3年（支給喪失から） 紙 茨城学習センター 茨城学習センター事務長 廃棄
2012 茨城学習センター 職員 住居手当 住居手当（平成24年度） 茨城学習センター事務長 2013/4/1 3年（支給喪失から） 紙 茨城学習センター 茨城学習センター事務長 廃棄
2013 茨城学習センター 職員 住居手当 住居手当（平成25年度） 茨城学習センター事務長 2014/4/1 3年（支給喪失から） 紙 茨城学習センター 茨城学習センター事務長 廃棄
2014 茨城学習センター 職員 住居手当 住居手当（平成26年度） 茨城学習センター事務長 2015/4/1 3年（支給喪失から） 紙 茨城学習センター 茨城学習センター事務長 廃棄
2015 茨城学習センター 職員 住居手当 住居手当（平成27年度） 茨城学習センター事務長 2016/4/1 3年（支給喪失から） 紙 茨城学習センター 茨城学習センター事務長 廃棄
2016 茨城学習センター 職員 住居手当 住居手当（平成28年度） 茨城学習センター事務長 2017/4/1 3年（支給喪失から） 紙 茨城学習センター 茨城学習センター事務長 廃棄
2017 茨城学習センター 職員 住居手当 住居手当（平成29年度） 茨城学習センター事務長 2018/4/1 3年（支給喪失から） 紙 茨城学習センター 茨城学習センター事務長 廃棄
2009 茨城学習センター 職員 通勤手当 通勤手当（平成21年度） 茨城学習センター事務長 2010/4/1 3年（支給喪失から） 紙 茨城学習センター 茨城学習センター事務長 廃棄
2010 茨城学習センター 職員 通勤手当 通勤手当（平成22年度） 茨城学習センター事務長 2011/4/1 3年（支給喪失から） 紙 茨城学習センター 茨城学習センター事務長 廃棄
2011 茨城学習センター 職員 通勤手当 通勤手当（平成23年度） 茨城学習センター事務長 2012/4/1 3年（支給喪失から） 紙 茨城学習センター 茨城学習センター事務長 廃棄
2012 茨城学習センター 職員 通勤手当 通勤手当（平成24年度） 茨城学習センター事務長 2013/4/1 3年（支給喪失から） 紙 茨城学習センター 茨城学習センター事務長 廃棄
2013 茨城学習センター 職員 通勤手当 通勤手当（平成25年度） 茨城学習センター事務長 2014/4/1 3年（支給喪失から） 紙 茨城学習センター 茨城学習センター事務長 廃棄
2014 茨城学習センター 職員 通勤手当 通勤手当（平成26年度） 茨城学習センター事務長 2015/4/1 3年（支給喪失から） 紙 茨城学習センター 茨城学習センター事務長 廃棄
2015 茨城学習センター 職員 通勤手当 通勤手当（平成27年度） 茨城学習センター事務長 2016/4/1 3年（支給喪失から） 紙 茨城学習センター 茨城学習センター事務長 廃棄
2016 茨城学習センター 職員 通勤手当 通勤手当（平成28年度） 茨城学習センター事務長 2017/4/1 3年（支給喪失から） 紙 茨城学習センター 茨城学習センター事務長 廃棄
2017 茨城学習センター 職員 通勤手当 通勤手当（平成29年度） 茨城学習センター事務長 2018/4/1 3年（支給喪失から） 紙 茨城学習センター 茨城学習センター事務長 廃棄
2018 茨城学習センター 職員 通勤手当 通勤手当（平成30年度） 茨城学習センター事務長 2019/4/1 3年（支給喪失から） 紙 茨城学習センター 茨城学習センター事務長 廃棄
2019 茨城学習センター 職員 通勤手当 通勤手当（令和元年度） 茨城学習センター事務長 2020/4/1 3年（支給喪失から） 紙 茨城学習センター 茨城学習センター事務長 廃棄
2009 茨城学習センター 職員 扶養手当 扶養手当（平成21年度） 茨城学習センター事務長 2010/4/1 3年（支給喪失から） 紙 茨城学習センター 茨城学習センター事務長 廃棄
2010 茨城学習センター 職員 扶養手当 扶養手当（平成22年度） 茨城学習センター事務長 2011/4/1 3年（支給喪失から） 紙 茨城学習センター 茨城学習センター事務長 廃棄
2011 茨城学習センター 職員 扶養手当 扶養手当（平成23年度） 茨城学習センター事務長 2012/4/1 3年（支給喪失から） 紙 茨城学習センター 茨城学習センター事務長 廃棄
2012 茨城学習センター 職員 扶養手当 扶養手当（平成24年度） 茨城学習センター事務長 2013/4/1 3年（支給喪失から） 紙 茨城学習センター 茨城学習センター事務長 廃棄
2013 茨城学習センター 職員 扶養手当 扶養手当（平成25年度） 茨城学習センター事務長 2014/4/1 3年（支給喪失から） 紙 茨城学習センター 茨城学習センター事務長 廃棄
2014 茨城学習センター 職員 扶養手当 扶養手当（平成26年度） 茨城学習センター事務長 2015/4/1 3年（支給喪失から） 紙 茨城学習センター 茨城学習センター事務長 廃棄
2015 茨城学習センター 職員 扶養手当 扶養手当（平成27年度） 茨城学習センター事務長 2016/4/1 3年（支給喪失から） 紙 茨城学習センター 茨城学習センター事務長 廃棄
2016 茨城学習センター 職員 扶養手当 扶養手当（平成28年度） 茨城学習センター事務長 2017/4/1 3年（支給喪失から） 紙 茨城学習センター 茨城学習センター事務長 廃棄
2017 茨城学習センター 職員 扶養手当 扶養手当（平成29年度） 茨城学習センター事務長 2018/4/1 3年（支給喪失から） 紙 茨城学習センター 茨城学習センター事務長 廃棄
2018 茨城学習センター 職員 扶養手当 扶養手当（平成30年度） 茨城学習センター事務長 2019/4/1 3年（支給喪失から） 紙 茨城学習センター 茨城学習センター事務長 廃棄
2019 茨城学習センター 職員 扶養手当 扶養手当（令和元年度） 茨城学習センター事務長 2020/4/1 3年（支給喪失から） 紙 茨城学習センター 茨城学習センター事務長 廃棄
2015 茨城学習センター 面接授業 面接授業 面接授業（平成27年度第1学期） 茨城学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 茨城学習センター 茨城学習センター事務長 廃棄
2015 茨城学習センター 面接授業 面接授業 面接授業（平成27年度第2学期） 茨城学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 茨城学習センター 茨城学習センター事務長 廃棄
2016 茨城学習センター 面接授業 面接授業 面接授業（平成28年度第1学期） 茨城学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 茨城学習センター 茨城学習センター事務長 廃棄
2016 茨城学習センター 面接授業 面接授業 面接授業（平成28年度第2学期） 茨城学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 茨城学習センター 茨城学習センター事務長 廃棄
2017 茨城学習センター 面接授業 面接授業 面接授業（平成29年度第1学期） 茨城学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 茨城学習センター 茨城学習センター事務長 廃棄
2017 茨城学習センター 面接授業 面接授業 面接授業（平成29年度第2学期） 茨城学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 茨城学習センター 茨城学習センター事務長 廃棄
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措置結果
2018 茨城学習センター 面接授業 面接授業 面接授業（平成30年度第1学期） 茨城学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 茨城学習センター 茨城学習センター事務長 廃棄
2018 茨城学習センター 面接授業 面接授業 面接授業（平成30年度第2学期） 茨城学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 茨城学習センター 茨城学習センター事務長 廃棄
2019 茨城学習センター 面接授業 面接授業 面接授業（令和元年度第1学期） 茨城学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 茨城学習センター 茨城学習センター事務長 廃棄
2019 茨城学習センター 面接授業 面接授業 面接授業（令和元年度第2学期） 茨城学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 茨城学習センター 茨城学習センター事務長 廃棄
2015 茨城学習センター 教務関係 教員免許更新講習関係 教員免許更新講習関係（平成27年度） 茨城学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 茨城学習センター 茨城学習センター事務長 廃棄
2016 茨城学習センター 教務関係 教員免許更新講習関係 教員免許更新講習関係（平成28年度） 茨城学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 茨城学習センター 茨城学習センター事務長 廃棄
2017 茨城学習センター 教務関係 教員免許更新講習関係 教員免許更新講習関係（平成29年度） 茨城学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 茨城学習センター 茨城学習センター事務長 廃棄
2018 茨城学習センター 教務関係 教員免許更新講習関係 教員免許更新講習関係（平成30年度） 茨城学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 茨城学習センター 茨城学習センター事務長 廃棄
2019 茨城学習センター 教務関係 教員免許更新講習関係 教員免許更新講習関係（令和元年度） 茨城学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 茨城学習センター 茨城学習センター事務長 廃棄
2015 茨城学習センター 学生関係 学生研修旅行 学生研修旅行（平成27年度） 茨城学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 茨城学習センター 茨城学習センター事務長 廃棄
2016 茨城学習センター 学生関係 学生研修旅行 学生研修旅行（平成28年度） 茨城学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 茨城学習センター 茨城学習センター事務長 廃棄
2017 茨城学習センター 学生関係 学生研修旅行 学生研修旅行（平成29年度） 茨城学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 茨城学習センター 茨城学習センター事務長 廃棄
2018 茨城学習センター 学生関係 学生研修旅行 学生研修旅行（平成30年度） 茨城学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 茨城学習センター 茨城学習センター事務長 廃棄
2019 茨城学習センター 学生関係 学生研修旅行 学生研修旅行（令和元年度） 茨城学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 茨城学習センター 茨城学習センター事務長 廃棄
2015 茨城学習センター 学生関係 学生団体手続き 学生団体手続き（平成27年度） 茨城学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 茨城学習センター 茨城学習センター事務長 廃棄
2016 茨城学習センター 学生関係 学生団体手続き 学生団体手続き（平成28年度） 茨城学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 茨城学習センター 茨城学習センター事務長 廃棄
2017 茨城学習センター 学生関係 学生団体手続き 学生団体手続き（平成29年度） 茨城学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 茨城学習センター 茨城学習センター事務長 廃棄
2018 茨城学習センター 学生関係 学生団体手続き 学生団体手続き（平成30年度） 茨城学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 茨城学習センター 茨城学習センター事務長 廃棄
2019 茨城学習センター 学生関係 学生団体手続き 学生団体手続き（令和元年度） 茨城学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 茨城学習センター 茨城学習センター事務長 廃棄
2015 茨城学習センター 学生関係 住所等変更届 住所等変更届（平成27年度） 茨城学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 茨城学習センター 茨城学習センター事務長 廃棄
2016 茨城学習センター 学生関係 住所等変更届 住所等変更届（平成28年度） 茨城学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 茨城学習センター 茨城学習センター事務長 廃棄
2017 茨城学習センター 学生関係 住所等変更届 住所等変更届（平成29年度） 茨城学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 茨城学習センター 茨城学習センター事務長 廃棄
2018 茨城学習センター 学生関係 住所等変更届 住所等変更届（平成30年度） 茨城学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 茨城学習センター 茨城学習センター事務長 廃棄
2019 茨城学習センター 学生関係 住所等変更届 住所等変更届（令和元年度） 茨城学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 茨城学習センター 茨城学習センター事務長 廃棄
2017 茨城学習センター 学生関係 文書等掲示願 文書等掲示願（平成29年度） 茨城学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 茨城学習センター 茨城学習センター事務長 廃棄
2018 茨城学習センター 学生関係 文書等掲示願 文書等掲示願（平成30年度） 茨城学習センター事務長 2019/4/1 4年 2022/3/31 紙 茨城学習センター 茨城学習センター事務長 廃棄
2019 茨城学習センター 学生関係 文書等掲示願 文書等掲示願（令和元年度） 茨城学習センター事務長 2020/4/1 4年 2023/3/31 紙 茨城学習センター 茨城学習センター事務長 廃棄
2015 茨城学習センター 学生関係 日本育英会等奨学生関係 日本育英会等奨学生関係（平成27年度） 茨城学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 茨城学習センター 茨城学習センター事務長 廃棄
2016 茨城学習センター 学生関係 日本育英会等奨学生関係 日本育英会等奨学生関係（平成28年度） 茨城学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 茨城学習センター 茨城学習センター事務長 廃棄
2017 茨城学習センター 学生関係 日本育英会等奨学生関係 日本育英会等奨学生関係（平成29年度） 茨城学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 茨城学習センター 茨城学習センター事務長 廃棄
2018 茨城学習センター 学生関係 日本育英会等奨学生関係 日本育英会等奨学生関係（平成30年度） 茨城学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 茨城学習センター 茨城学習センター事務長 廃棄
2019 茨城学習センター 学生関係 日本育英会等奨学生関係 日本育英会等奨学生関係（令和元年度） 茨城学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 茨城学習センター 茨城学習センター事務長 廃棄
2017 茨城学習センター 証明書 諸証明書交付願 諸証明書交付願（平成29年度） 茨城学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 茨城学習センター 茨城学習センター事務長 廃棄
2018 茨城学習センター 証明書 諸証明書交付願 諸証明書交付願（平成30年度） 茨城学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 茨城学習センター 茨城学習センター事務長 廃棄
2019 茨城学習センター 証明書 諸証明書交付願 諸証明書交付願（令和元年度） 茨城学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 茨城学習センター 茨城学習センター事務長 廃棄
2017 茨城学習センター 証明書 諸証明書発行台帳 諸証明書発行台帳（平成29年度） 茨城学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 茨城学習センター 茨城学習センター事務長 廃棄
2018 茨城学習センター 証明書 諸証明書発行台帳 諸証明書発行台帳（平成30年度） 茨城学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 茨城学習センター 茨城学習センター事務長 廃棄
2019 茨城学習センター 証明書 諸証明書発行台帳 諸証明書発行台帳（令和元年度） 茨城学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 茨城学習センター 茨城学習センター事務長 廃棄
2017 茨城学習センター 証明書 学割証等発行願 学割証等発行願（平成29年度） 茨城学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 茨城学習センター 茨城学習センター事務長 廃棄
2018 茨城学習センター 証明書 学割証等発行願 学割証等発行願（平成30年度） 茨城学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 茨城学習センター 茨城学習センター事務長 廃棄
2019 茨城学習センター 証明書 学割証等発行願 学割証等発行願（令和元年度） 茨城学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 茨城学習センター 茨城学習センター事務長 廃棄
2015 茨城学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験 単位認定試験（平成27年度第1学期） 茨城学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 茨城学習センター 茨城学習センター事務長 廃棄
2015 茨城学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験 単位認定試験（平成27年度第2学期） 茨城学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 茨城学習センター 茨城学習センター事務長 廃棄
2016 茨城学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験 単位認定試験（平成28年度第1学期） 茨城学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 茨城学習センター 茨城学習センター事務長 廃棄
2016 茨城学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験 単位認定試験（平成28年度第2学期） 茨城学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 茨城学習センター 茨城学習センター事務長 廃棄
2017 茨城学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験 単位認定試験（平成29年度第1学期） 茨城学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 茨城学習センター 茨城学習センター事務長 廃棄
2017 茨城学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験 単位認定試験（平成29年度第2学期） 茨城学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 茨城学習センター 茨城学習センター事務長 廃棄
2018 茨城学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験 単位認定試験（平成30年度第1学期） 茨城学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 茨城学習センター 茨城学習センター事務長 廃棄
2018 茨城学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験 単位認定試験（平成30年度第2学期） 茨城学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 茨城学習センター 茨城学習センター事務長 廃棄
2019 茨城学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験 単位認定試験（令和元年度第1学期） 茨城学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 茨城学習センター 茨城学習センター事務長 廃棄
2019 茨城学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験 単位認定試験（令和元年度第2学期） 茨城学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 茨城学習センター 茨城学習センター事務長 廃棄
2010 茨城学習センター 会計 予算示達書 予算示達書（平成22年度） 茨城学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 茨城学習センター 茨城学習センター事務長 廃棄
2011 茨城学習センター 会計 予算示達書 予算示達書（平成23年度） 茨城学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 茨城学習センター 茨城学習センター事務長 廃棄
2012 茨城学習センター 会計 予算示達書 予算示達書（平成24年度） 茨城学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 茨城学習センター 茨城学習センター事務長 廃棄
2013 茨城学習センター 会計 予算示達書 予算示達書（平成25年度） 茨城学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 茨城学習センター 茨城学習センター事務長 廃棄
2014 茨城学習センター 会計 予算示達書 予算示達書（平成26年度） 茨城学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 茨城学習センター 茨城学習センター事務長 廃棄
2015 茨城学習センター 会計 予算示達書 予算示達書（平成27年度） 茨城学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 茨城学習センター 茨城学習センター事務長 廃棄
2016 茨城学習センター 会計 予算示達書 予算示達書（平成28年度） 茨城学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 茨城学習センター 茨城学習センター事務長 廃棄
2017 茨城学習センター 会計 予算示達書 予算示達書（平成29年度） 茨城学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 茨城学習センター 茨城学習センター事務長 廃棄
2018 茨城学習センター 会計 予算示達書 予算示達書（平成30年度） 茨城学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 茨城学習センター 茨城学習センター事務長 廃棄
2019 茨城学習センター 会計 予算示達書 予算示達書（令和元年度） 茨城学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 茨城学習センター 茨城学習センター事務長 廃棄
2010 茨城学習センター 会計 予算執行計画書 予算執行計画書（平成22年度） 茨城学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 茨城学習センター 茨城学習センター事務長 廃棄
2011 茨城学習センター 会計 予算執行計画書 予算執行計画書（平成23年度） 茨城学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 茨城学習センター 茨城学習センター事務長 廃棄
2012 茨城学習センター 会計 予算執行計画書 予算執行計画書（平成24年度） 茨城学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 茨城学習センター 茨城学習センター事務長 廃棄
2013 茨城学習センター 会計 予算執行計画書 予算執行計画書（平成25年度） 茨城学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 茨城学習センター 茨城学習センター事務長 廃棄
2014 茨城学習センター 会計 予算執行計画書 予算執行計画書（平成26年度） 茨城学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 茨城学習センター 茨城学習センター事務長 廃棄
2015 茨城学習センター 会計 予算執行計画書 予算執行計画書（平成27年度） 茨城学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 茨城学習センター 茨城学習センター事務長 廃棄
2016 茨城学習センター 会計 予算執行計画書 予算執行計画書（平成28年度） 茨城学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 茨城学習センター 茨城学習センター事務長 廃棄
2017 茨城学習センター 会計 予算執行計画書 予算執行計画書（平成29年度） 茨城学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 茨城学習センター 茨城学習センター事務長 廃棄
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2018 茨城学習センター 会計 予算執行計画書 予算執行計画書（平成30年度） 茨城学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 茨城学習センター 茨城学習センター事務長 廃棄
2019 茨城学習センター 会計 予算執行計画書 予算執行計画書（令和元年度） 茨城学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 茨城学習センター 茨城学習センター事務長 廃棄
2010 茨城学習センター 会計 支出伝票 支払伝票（平成22年度） 茨城学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 茨城学習センター 茨城学習センター事務長 廃棄
2011 茨城学習センター 会計 支出伝票 支払伝票（平成23年度） 茨城学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 茨城学習センター 茨城学習センター事務長 廃棄
2012 茨城学習センター 会計 支出伝票 支払伝票（平成24年度） 茨城学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 茨城学習センター 茨城学習センター事務長 廃棄
2013 茨城学習センター 会計 支出伝票 支払伝票（平成25年度） 茨城学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 茨城学習センター 茨城学習センター事務長 廃棄
2014 茨城学習センター 会計 支出伝票 支払伝票（平成26年度） 茨城学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 茨城学習センター 茨城学習センター事務長 廃棄
2015 茨城学習センター 会計 支出伝票 支払伝票（平成27年度） 茨城学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 茨城学習センター 茨城学習センター事務長 廃棄
2016 茨城学習センター 会計 支出伝票 支出伝票（平成28年度） 茨城学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 茨城学習センター 茨城学習センター事務長 廃棄
2017 茨城学習センター 会計 支出伝票 支出伝票（平成29年度） 茨城学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 茨城学習センター 茨城学習センター事務長 廃棄
2018 茨城学習センター 会計 支出伝票 支出伝票（平成30年度） 茨城学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 茨城学習センター 茨城学習センター事務長 廃棄
2019 茨城学習センター 会計 支出伝票 支出伝票（令和元年度） 茨城学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 茨城学習センター 茨城学習センター事務長 廃棄
2010 茨城学習センター 会計 支払済報告書 支払済額報告書（平成22年度） 茨城学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 茨城学習センター 茨城学習センター事務長 廃棄
2011 茨城学習センター 会計 支払済報告書 支払済額報告書（平成23年度） 茨城学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 茨城学習センター 茨城学習センター事務長 廃棄
2012 茨城学習センター 会計 支払済報告書 支払済額報告書（平成24年度） 茨城学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 茨城学習センター 茨城学習センター事務長 廃棄
2013 茨城学習センター 会計 支払済報告書 支払済額報告書（平成25年度） 茨城学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 茨城学習センター 茨城学習センター事務長 廃棄
2014 茨城学習センター 会計 支払済報告書 支払済額報告書（平成26年度） 茨城学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 茨城学習センター 茨城学習センター事務長 廃棄
2015 茨城学習センター 会計 支払済報告書 支払済額報告書（平成27年度） 茨城学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 茨城学習センター 茨城学習センター事務長 廃棄
2016 茨城学習センター 会計 支払済報告書 支払済額報告書（平成28年度） 茨城学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 茨城学習センター 茨城学習センター事務長 廃棄
2017 茨城学習センター 会計 支払済報告書 支払済額報告書（平成29年度） 茨城学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 茨城学習センター 茨城学習センター事務長 廃棄
2018 茨城学習センター 会計 支払済報告書 支払済額報告書（平成30年度） 茨城学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 茨城学習センター 茨城学習センター事務長 廃棄
2019 茨城学習センター 会計 支払済報告書 支払済額報告書（令和元年度） 茨城学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 茨城学習センター 茨城学習センター事務長 廃棄
2010 茨城学習センター 会計 前渡資金出納簿 前渡資金出納簿（平成22年度） 茨城学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 茨城学習センター 茨城学習センター事務長 廃棄
2011 茨城学習センター 会計 前渡資金出納簿 前渡資金出納簿（平成23年度） 茨城学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 茨城学習センター 茨城学習センター事務長 廃棄
2012 茨城学習センター 会計 前渡資金出納簿 前渡資金出納簿（平成24年度） 茨城学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 茨城学習センター 茨城学習センター事務長 廃棄
2013 茨城学習センター 会計 前渡資金出納簿 前渡資金出納簿（平成25年度） 茨城学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 茨城学習センター 茨城学習センター事務長 廃棄
2014 茨城学習センター 会計 前渡資金出納簿 前渡資金出納簿（平成26年度） 茨城学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 茨城学習センター 茨城学習センター事務長 廃棄
2015 茨城学習センター 会計 前渡資金出納簿 前渡資金出納簿（平成27年度） 茨城学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 茨城学習センター 茨城学習センター事務長 廃棄
2016 茨城学習センター 会計 前渡資金出納簿 前渡資金出納簿（平成28年度） 茨城学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 茨城学習センター 茨城学習センター事務長 廃棄
2017 茨城学習センター 会計 前渡資金出納簿 前渡資金出納簿（平成29年度） 茨城学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 茨城学習センター 茨城学習センター事務長 廃棄
2018 茨城学習センター 会計 前渡資金出納簿 前渡資金出納簿（平成30年度） 茨城学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 茨城学習センター 茨城学習センター事務長 廃棄
2019 茨城学習センター 会計 前渡資金出納簿 前渡資金出納簿（令和元年度） 茨城学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 茨城学習センター 茨城学習センター事務長 廃棄
2010 茨城学習センター 会計 前渡資金要求書・精算書 前渡資金要求書・精算書（平成22年度） 茨城学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 茨城学習センター 茨城学習センター事務長 廃棄
2011 茨城学習センター 会計 前渡資金要求書・精算書 前渡資金要求書・精算書（平成23年度） 茨城学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 茨城学習センター 茨城学習センター事務長 廃棄
2012 茨城学習センター 会計 前渡資金要求書・精算書 前渡資金要求書・精算書（平成24年度） 茨城学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 茨城学習センター 茨城学習センター事務長 廃棄
2013 茨城学習センター 会計 前渡資金要求書・精算書 前渡資金要求書・精算書（平成25年度） 茨城学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 茨城学習センター 茨城学習センター事務長 廃棄
2014 茨城学習センター 会計 前渡資金要求書・精算書 前渡資金要求書・精算書（平成26年度） 茨城学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 茨城学習センター 茨城学習センター事務長 廃棄
2015 茨城学習センター 会計 前渡資金要求書・精算書 前渡資金要求書・精算書（平成27年度） 茨城学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 茨城学習センター 茨城学習センター事務長 廃棄
2016 茨城学習センター 会計 前渡資金要求書・精算書 前渡資金要求書・精算書（平成28年度） 茨城学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 茨城学習センター 茨城学習センター事務長 廃棄
2017 茨城学習センター 会計 前渡資金要求書・精算書 前渡資金要求書・精算書（平成29年度） 茨城学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 茨城学習センター 茨城学習センター事務長 廃棄
2018 茨城学習センター 会計 前渡資金要求書・精算書 前渡資金要求書・精算書（平成30年度） 茨城学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 茨城学習センター 茨城学習センター事務長 廃棄
2019 茨城学習センター 会計 前渡資金要求書・精算書 前渡資金要求書・精算書（令和元年度） 茨城学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 茨城学習センター 茨城学習センター事務長 廃棄
2010 茨城学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等受払簿（平成22年度） 茨城学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 茨城学習センター 茨城学習センター事務長 廃棄
2011 茨城学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等受払簿（平成23年度） 茨城学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 茨城学習センター 茨城学習センター事務長 廃棄
2012 茨城学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等受払簿（平成24年度） 茨城学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 茨城学習センター 茨城学習センター事務長 廃棄
2013 茨城学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等受払簿（平成25年度） 茨城学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 茨城学習センター 茨城学習センター事務長 廃棄
2014 茨城学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等受払簿（平成26年度） 茨城学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 茨城学習センター 茨城学習センター事務長 廃棄
2015 茨城学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等受払簿（平成27年度） 茨城学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 茨城学習センター 茨城学習センター事務長 廃棄
2016 茨城学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等受払簿（平成28年度） 茨城学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 茨城学習センター 茨城学習センター事務長 廃棄
2017 茨城学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等受払簿（平成29年度） 茨城学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 茨城学習センター 茨城学習センター事務長 廃棄
2018 茨城学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等受払簿（平成30年度） 茨城学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 茨城学習センター 茨城学習センター事務長 廃棄
2019 茨城学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等受払簿（令和元年度） 茨城学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 茨城学習センター 茨城学習センター事務長 廃棄
2010 茨城学習センター 会計 現金収入出納簿 現金収入出納簿（平成22年度） 茨城学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 茨城学習センター 茨城学習センター事務長 廃棄
2011 茨城学習センター 会計 現金収入出納簿 現金収入出納簿（平成23年度） 茨城学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 茨城学習センター 茨城学習センター事務長 廃棄
2012 茨城学習センター 会計 現金収入出納簿 現金収入出納簿（平成24年度） 茨城学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 茨城学習センター 茨城学習センター事務長 廃棄
2013 茨城学習センター 会計 現金収入出納簿 現金収入出納簿（平成25年度） 茨城学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 茨城学習センター 茨城学習センター事務長 廃棄
2014 茨城学習センター 会計 現金収入出納簿 現金収入出納簿（平成26年度） 茨城学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 茨城学習センター 茨城学習センター事務長 廃棄
2015 茨城学習センター 会計 現金収入出納簿 現金収入出納簿（平成27年度） 茨城学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 茨城学習センター 茨城学習センター事務長 廃棄
2016 茨城学習センター 会計 現金収入出納簿 現金収入出納簿（平成28年度） 茨城学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 茨城学習センター 茨城学習センター事務長 廃棄
2017 茨城学習センター 会計 現金収入出納簿 現金収入出納簿（平成29年度） 茨城学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 茨城学習センター 茨城学習センター事務長 廃棄
2018 茨城学習センター 会計 現金収入出納簿 現金収入出納簿（平成30年度） 茨城学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 茨城学習センター 茨城学習センター事務長 廃棄
2019 茨城学習センター 会計 現金収入出納簿 現金収入出納簿（令和元年度） 茨城学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 茨城学習センター 茨城学習センター事務長 廃棄
2010 茨城学習センター 会計 出納員・現金払込 出納員・現金払込（平成22年度） 茨城学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 茨城学習センター 茨城学習センター事務長 廃棄
2011 茨城学習センター 会計 出納員・現金払込 出納員・現金払込（平成23年度） 茨城学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 茨城学習センター 茨城学習センター事務長 廃棄
2012 茨城学習センター 会計 出納員・現金払込 出納員・現金払込（平成24年度） 茨城学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 茨城学習センター 茨城学習センター事務長 廃棄
2013 茨城学習センター 会計 出納員・現金払込 出納員・現金払込（平成25年度） 茨城学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 茨城学習センター 茨城学習センター事務長 廃棄
2014 茨城学習センター 会計 出納員・現金払込 出納員・現金払込（平成26年度） 茨城学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 茨城学習センター 茨城学習センター事務長 廃棄
2015 茨城学習センター 会計 出納員・現金払込 出納員・現金払込（平成27年度） 茨城学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 茨城学習センター 茨城学習センター事務長 廃棄
2016 茨城学習センター 会計 出納員・現金払込 出納員・現金払込（平成28年度） 茨城学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 茨城学習センター 茨城学習センター事務長 廃棄
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2017 茨城学習センター 会計 出納員・現金払込 出納員・現金払込（平成29年度） 茨城学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 茨城学習センター 茨城学習センター事務長 廃棄
2018 茨城学習センター 会計 出納員・現金払込 出納員・現金払込（平成30年度） 茨城学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 茨城学習センター 茨城学習センター事務長 廃棄
2019 茨城学習センター 会計 出納員・現金払込 出納員・現金払込（令和元年度） 茨城学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 茨城学習センター 茨城学習センター事務長 廃棄
2010 茨城学習センター 会計 物品取得及び修繕（役務）請求書 物品取得及び修繕（役務）請求書（平成22年度） 茨城学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 茨城学習センター 茨城学習センター事務長 廃棄
2011 茨城学習センター 会計 物品取得及び修繕（役務）請求書 物品取得及び修繕（役務）請求書（平成23年度） 茨城学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 茨城学習センター 茨城学習センター事務長 廃棄
2012 茨城学習センター 会計 購入等依頼書 購入等依頼書（平成24年度） 茨城学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 茨城学習センター 茨城学習センター事務長 廃棄
2013 茨城学習センター 会計 購入等依頼書 購入等依頼書（平成25年度） 茨城学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 茨城学習センター 茨城学習センター事務長 廃棄
2014 茨城学習センター 会計 購入等依頼書 購入等依頼書（平成26年度） 茨城学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 茨城学習センター 茨城学習センター事務長 廃棄
2015 茨城学習センター 会計 購入等依頼書 購入等依頼書（平成27年度） 茨城学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 茨城学習センター 茨城学習センター事務長 廃棄
2016 茨城学習センター 会計 購入等依頼書 購入等依頼書（平成28年度） 茨城学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 茨城学習センター 茨城学習センター事務長 廃棄
2017 茨城学習センター 会計 購入等依頼書 購入等依頼書（平成29年度） 茨城学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 茨城学習センター 茨城学習センター事務長 廃棄
2018 茨城学習センター 会計 購入等依頼書 購入等依頼書（平成30年度） 茨城学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 茨城学習センター 茨城学習センター事務長 廃棄
2019 茨城学習センター 会計 購入等依頼書 購入等依頼書（令和元年度） 茨城学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 茨城学習センター 茨城学習センター事務長 廃棄
1995 栃木学習センター 式典 開所式関係 開所式関係 栃木学習センター事務長 1996/4/1 無期限 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 事務長（事務室） 廃棄
1995 栃木学習センター 庶務 各種センター発行物保存用 各種センター発行物保存用（７年） 栃木学習センター事務長 1996/4/1 無期限 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 事務長（事務室） 廃棄
1996 栃木学習センター 庶務 各種センター発行物保存用 各種センター発行物保存用（８年） 栃木学習センター事務長 1997/4/1 無期限 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 事務長（事務室） 廃棄
1997 栃木学習センター 庶務 各種センター発行物保存用 各種センター発行物保存用（９年） 栃木学習センター事務長 1998/4/1 無期限 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 事務長（事務室） 廃棄
1998 栃木学習センター 庶務 各種センター発行物保存用 各種センター発行物保存用（１０年） 栃木学習センター事務長 1999/4/1 無期限 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 事務長（事務室） 廃棄
1999 栃木学習センター 庶務 各種センター発行物保存用 各種センター発行物保存用（１１年） 栃木学習センター事務長 2000/4/1 無期限 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 事務長（事務室） 廃棄
2000 栃木学習センター 庶務 各種センター発行物保存用 各種センター発行物保存用（１２年） 栃木学習センター事務長 2001/4/1 無期限 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 事務長（事務室） 廃棄
2001 栃木学習センター 庶務 各種センター発行物保存用 各種センター発行物保存用（１３年） 栃木学習センター事務長 2002/4/1 無期限 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 事務長（事務室） 廃棄
2002 栃木学習センター 庶務 各種センター発行物保存用 各種センター発行物保存用（１４年） 栃木学習センター事務長 2003/4/1 無期限 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 事務長（事務室） 廃棄
2003 栃木学習センター 庶務 各種センター発行物保存用 各種センター発行物保存用（１５年） 栃木学習センター事務長 2004/4/1 無期限 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 事務長（事務室） 廃棄
2004 栃木学習センター 庶務 各種センター発行物保存用 各種センター発行物保存用（１６年） 栃木学習センター事務長 2005/4/1 無期限 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 事務長（事務室） 廃棄
2005 栃木学習センター 庶務 各種センター発行物保存用 各種センター発行物保存用（１７年） 栃木学習センター事務長 2006/4/1 無期限 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 事務長（事務室） 廃棄
2006 栃木学習センター 庶務 各種センター発行物保存用 各種センター発行物保存用（１８年） 栃木学習センター事務長 2007/4/1 無期限 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 事務長（事務室） 廃棄
2007 栃木学習センター 庶務 各種センター発行物保存用 各種センター発行物保存用（１９年） 栃木学習センター事務長 2008/4/1 無期限 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 事務長（事務室） 廃棄
2008 栃木学習センター 庶務 各種センター発行物保存用 各種センター発行物保存用（２０年） 栃木学習センター事務長 2009/4/1 無期限 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 事務長（事務室） 廃棄
2009 栃木学習センター 庶務 各種センター発行物保存用 各種センター発行物保存用（２１年） 栃木学習センター事務長 2010/4/1 無期限 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 事務長（事務室） 廃棄
2010 栃木学習センター 庶務 各種センター発行物保存用 各種センター発行物保存用（２２年） 栃木学習センター事務長 2011/4/1 無期限 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 事務長（事務室） 廃棄
2011 栃木学習センター 庶務 各種センター発行物保存用 各種センター発行物保存用（２３年） 栃木学習センター事務長 2012/4/1 無期限 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 事務長（事務室） 廃棄
2012 栃木学習センター 庶務 各種センター発行物保存用 各種センター発行物保存用（２４年） 栃木学習センター事務長 2013/4/1 無期限 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 事務長（事務室） 廃棄
2013 栃木学習センター 庶務 各種センター発行物保存用 各種センター発行物保存用（２５年） 栃木学習センター事務長 2014/4/1 無期限 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 事務長（事務室） 廃棄
2014 栃木学習センター 庶務 各種センター発行物保存用 各種センター発行物保存用（２６年） 栃木学習センター事務長 2015/4/1 無期限 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 事務長（事務室） 廃棄
2015 栃木学習センター 庶務 各種センター発行物保存用 各種センター発行物保存用（２7年） 栃木学習センター事務長 2016/4/1 無期限 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 事務長（事務室） 廃棄
2016 栃木学習センター 庶務 各種センター発行物保存用 各種センター発行物保存用（平成28年度） 栃木学習センター事務長 2017/4/1 無期限 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 事務長（事務室） 廃棄
2017 栃木学習センター 庶務 各種センター発行物保存用 各種センター発行物保存用（平成29年度） 栃木学習センター事務長 2018/4/1 無期限 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 事務長（事務室） 廃棄
2018 栃木学習センター 庶務 各種センター発行物保存用 各種センター発行物保存用（平成30年度） 栃木学習センター事務長 2019/4/1 無期限 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 事務長（事務室） 廃棄
2019 栃木学習センター 庶務 各種センター発行物保存用 各種センター発行物保存用（令和元年度） 栃木学習センター事務長 2020/4/1 無期限 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 事務長（事務室） 廃棄
2010 栃木学習センター 式典 入学者の集い・学位記授与式 入学者の集い・学位記授与式（平成22年度） 栃木学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 学務（倉庫） 廃棄
2011 栃木学習センター 式典 入学者の集い・学位記授与式 入学者の集い・学位記授与式（平成23年度） 栃木学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 学務（倉庫） 廃棄
2012 栃木学習センター 式典 入学者の集い・学位記授与式 入学者の集い・学位記授与式（平成24年度） 栃木学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 学務（倉庫） 廃棄
2013 栃木学習センター 式典 入学者の集い・学位記授与式 入学者の集い・学位記授与式（平成25年度） 栃木学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 学務（倉庫） 廃棄
2014 栃木学習センター 式典 入学者の集い・学位記授与式 入学者の集い・学位記授与式（平成26年度） 栃木学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 学務（倉庫） 廃棄
2015 栃木学習センター 式典 入学者の集い・学位記授与式 入学者の集い・学位記授与式（平成27年度） 栃木学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 学務（事務室） 廃棄
2016 栃木学習センター 式典 入学者の集い・学位記授与式 入学者の集い・学位記授与式（平成28年度） 栃木学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 学務（事務室） 廃棄
2017 栃木学習センター 式典 入学者の集い・学位記授与式 入学者の集い・学位記授与式（平成29年度） 栃木学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 学務（事務室） 廃棄
2018 栃木学習センター 式典 入学者の集い・学位記授与式 入学者の集い・学位記授与式（平成30年度） 栃木学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 学務（事務室） 廃棄
2019 栃木学習センター 式典 入学者の集い・学位記授与式 入学者の集い・学位記授与式（令和元年度） 栃木学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 学務（事務室） 廃棄
2017 栃木学習センター 管理運営 危機管理関係（危機管理マニュアル） 危機管理関係（危機管理マニュアル）（平成29年度） 栃木学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 事務長（事務室） 廃棄
2018 栃木学習センター 管理運営 危機管理関係（危機管理マニュアル） 危機管理関係（危機管理マニュアル）（平成30年度） 栃木学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 事務長（事務室） 廃棄
2019 栃木学習センター 管理運営 危機管理関係（危機管理マニュアル） 危機管理関係（危機管理マニュアル）（令和元年度） 栃木学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 事務長（事務室） 廃棄
2015 栃木学習センター 人事 人事関係 人事関係（平成27年度） 栃木学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 事務長（事務室） 廃棄
2016 栃木学習センター 人事 人事関係 人事関係（平成28年度） 栃木学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 事務長（事務室） 廃棄
2017 栃木学習センター 人事 人事関係 人事関係（平成29年度） 栃木学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 事務長（事務室） 廃棄
2018 栃木学習センター 人事 人事関係 人事関係（平成30年度） 栃木学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 事務長（事務室） 廃棄
2019 栃木学習センター 人事 人事関係 人事関係（令和元年度） 栃木学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 事務長（事務室） 廃棄
2015 栃木学習センター 人事 職員人事評価 職員人事評価（平成27年度） 栃木学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 事務長（事務室） 廃棄
2016 栃木学習センター 人事 職員人事評価 職員人事評価（平成28年度） 栃木学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 事務長（事務室） 廃棄
2017 栃木学習センター 人事 職員人事評価 職員人事評価（平成29年度） 栃木学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 事務長（事務室） 廃棄
2018 栃木学習センター 人事 職員人事評価 職員人事評価（平成30年度） 栃木学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 事務長（事務室） 廃棄
2019 栃木学習センター 人事 職員人事評価 職員人事評価（令和元年度） 栃木学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 事務長（事務室） 廃棄
2015 栃木学習センター 人事 定期健康診断 定期健康診断（平成27年度） 栃木学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 事務長（事務室） 廃棄
2016 栃木学習センター 人事 定期健康診断 定期健康診断（平成28年度） 栃木学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 事務長（事務室） 廃棄
2017 栃木学習センター 人事 定期健康診断 定期健康診断（平成29年度） 栃木学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 事務長（事務室） 廃棄
2018 栃木学習センター 人事 定期健康診断 定期健康診断（平成30年度） 栃木学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 事務長（事務室） 廃棄
2019 栃木学習センター 人事 定期健康診断 定期健康診断（令和元年度） 栃木学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 事務長（事務室） 廃棄
2015 栃木学習センター 人事 面接授業担当講師履歴書 面接授業担当講師履歴書（平成27年度） 栃木学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 事務長（事務室） 廃棄
2016 栃木学習センター 人事 面接授業担当講師履歴書 面接授業担当講師履歴書（平成28年度） 栃木学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 事務長（事務室） 廃棄
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2017 栃木学習センター 人事 面接授業担当講師履歴書 面接授業担当講師履歴書（平成29年度） 栃木学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 事務長（事務室） 廃棄
2018 栃木学習センター 人事 面接授業担当講師履歴書 面接授業担当講師履歴書（平成30年度） 栃木学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 事務長（事務室） 廃棄
2019 栃木学習センター 人事 面接授業担当講師履歴書 面接授業担当講師履歴書（令和元年度） 栃木学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 事務長（事務室） 廃棄
2015 栃木学習センター 人事 面接授業担当講師委嘱関係 面接授業担当講師委嘱関係（平成27年度） 栃木学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 事務長（事務室） 廃棄
2016 栃木学習センター 人事 面接授業担当講師委嘱関係 面接授業担当講師委嘱関係（平成28年度） 栃木学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 事務長（事務室） 廃棄
2017 栃木学習センター 人事 面接授業担当講師委嘱関係 面接授業担当講師委嘱関係（平成29年度） 栃木学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 事務長（事務室） 廃棄
2018 栃木学習センター 人事 面接授業担当講師委嘱関係 面接授業担当講師委嘱関係（平成30年度） 栃木学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 事務長（事務室） 廃棄
2019 栃木学習センター 人事 面接授業担当講師委嘱関係 面接授業担当講師委嘱関係（令和元年度） 栃木学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 事務長（事務室） 廃棄
2017 栃木学習センター 諸会議 北関東ブロック会議 北関東ブロック会議（平成29年度） 栃木学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 事務長（事務室） 廃棄
2018 栃木学習センター 諸会議 北関東ブロック会議 北関東ブロック会議（平成30年度） 栃木学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 事務長（事務室） 廃棄
2019 栃木学習センター 諸会議 北関東ブロック会議 北関東ブロック会議（令和元年度） 栃木学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 事務長（事務室） 廃棄
2017 栃木学習センター 諸会議 事務長連絡会議 事務長連絡会議（平成29年度） 栃木学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 事務長（事務室） 廃棄
2018 栃木学習センター 諸会議 事務長連絡会議 事務長連絡会議（平成30年度） 栃木学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 事務長（事務室） 廃棄
2019 栃木学習センター 諸会議 事務長連絡会議 事務長連絡会議（令和元年度） 栃木学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 事務長（事務室） 廃棄
2017 栃木学習センター 諸会議 所長会議 所長会議（平成29年度） 栃木学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 事務長（所長室） 廃棄
2018 栃木学習センター 諸会議 所長会議 所長会議（平成30年度） 栃木学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 事務長（所長室） 廃棄
2019 栃木学習センター 諸会議 所長会議 所長会議（令和元年度） 栃木学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 事務長（所長室） 廃棄
2017 栃木学習センター 諸会議 客員教員打合せ会議 客員教員打合せ会議（平成29年度） 栃木学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 事務長（事務室） 廃棄
2018 栃木学習センター 諸会議 客員教員打合せ会議 客員教員打合せ会議（平成30年度） 栃木学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 事務長（事務室） 廃棄
2019 栃木学習センター 諸会議 客員教員打合せ会議 客員教員打合せ会議（令和元年度） 栃木学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 事務長（事務室） 廃棄
2015 栃木学習センター 広報 広報関係 広報関係（平成２7年度） 栃木学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 総務・会計（倉庫） 廃棄
2016 栃木学習センター 広報 広報関係 広報関係（平成28年度） 栃木学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 総務・会計（事務室） 廃棄
2017 栃木学習センター 広報 広報関係 広報関係（平成29年度） 栃木学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 総務・会計（事務室） 廃棄
2018 栃木学習センター 広報 広報関係 広報関係（平成30年度） 栃木学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 総務・会計（事務室） 廃棄
2019 栃木学習センター 広報 広報関係 広報関係（令和元年度） 栃木学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 総務・会計（事務室） 廃棄
2015 栃木学習センター 広報 公開講座（公開講演会） 公開講座（公開講演会）平成２7年度 栃木学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 事務長（事務室） 廃棄
2016 栃木学習センター 広報 公開講座（公開講演会） 公開講座（公開講演会）平成28年度 栃木学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 事務長（事務室） 廃棄
2017 栃木学習センター 広報 公開講座（公開講演会） 公開講座（公開講演会）平成29年度 栃木学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 事務長（事務室） 廃棄
2018 栃木学習センター 広報 公開講座（公開講演会） 公開講座（公開講演会）平成30年度 栃木学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 事務長（事務室） 廃棄
2019 栃木学習センター 広報 公開講座（公開講演会） 公開講座（公開講演会）令和元年度 栃木学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 事務長（事務室） 廃棄
2015 栃木学習センター 広報 ホームページ関係 ホームページ関係平成２7年度 栃木学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 学務（事務室） 廃棄
2016 栃木学習センター 広報 ホームページ関係 ホームページ関係（平成28年度） 栃木学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 学務（事務室） 廃棄
2017 栃木学習センター 広報 ホームページ関係 ホームページ関係（平成29年度） 栃木学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 学務（事務室） 廃棄
2018 栃木学習センター 広報 ホームページ関係 ホームページ関係（平成30年度） 栃木学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 学務（事務室） 廃棄
2019 栃木学習センター 広報 ホームページ関係 ホームページ関係（令和元年度） 栃木学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 学務（事務室） 廃棄
2017 栃木学習センター 広報 客員教員出張講座関係 客員教員出張講座関係（平成29年度） 栃木学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 事務長（事務室） 廃棄
2018 栃木学習センター 広報 客員教員出張講座関係 客員教員出張講座関係（平成30年度） 栃木学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 事務長（事務室） 廃棄
2019 栃木学習センター 広報 客員教員出張講座関係 客員教員出張講座関係（令和元年度） 栃木学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 事務長（事務室） 廃棄
2015 栃木学習センター 庶務 法人文書管理簿等 法人文書管理簿等（平成２7年度） 栃木学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 事務長（事務室） 廃棄
2016 栃木学習センター 庶務 法人文書管理簿等 法人文書管理簿等（平成28年度） 栃木学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 事務長（事務室） 廃棄
2017 栃木学習センター 庶務 法人文書管理簿等 法人文書管理簿等（平成29年度） 栃木学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 事務長（事務室） 廃棄
2018 栃木学習センター 庶務 法人文書管理簿等 法人文書管理簿等（平成30年度） 栃木学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 事務長（事務室） 廃棄
2019 栃木学習センター 庶務 法人文書管理簿等 法人文書管理簿等（令和元年度） 栃木学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 事務長（事務室） 廃棄
2010 栃木学習センター 庶務 旅行・外勤関係 旅行・外勤関係（２２年度） 栃木学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 総務・会計（倉庫） 廃棄
2011 栃木学習センター 庶務 旅行・外勤関係 旅行・外勤関係（２３年度） 栃木学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 総務・会計（倉庫） 廃棄
2012 栃木学習センター 庶務 旅行・外勤関係 旅行・外勤関係（２４年度） 栃木学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 総務・会計（倉庫） 廃棄
2013 栃木学習センター 庶務 旅行・外勤関係 旅行・外勤関係（２５年度） 栃木学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 総務・会計（倉庫） 廃棄
2014 栃木学習センター 庶務 旅行・外勤関係 旅行・外勤関係（２６年度） 栃木学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 総務・会計（倉庫） 廃棄
2015 栃木学習センター 庶務 旅行・外勤関係 旅行・外勤関係（２7年度） 栃木学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 総務・会計（倉庫） 廃棄
2016 栃木学習センター 庶務 旅行・外勤関係 旅行・外勤関係（平成28年度） 栃木学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 総務・会計（事務室） 廃棄
2017 栃木学習センター 庶務 旅行・外勤関係 旅行・外勤関係（平成29年度） 栃木学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 総務・会計（事務室） 廃棄
2018 栃木学習センター 庶務 旅行・外勤関係 旅行・外勤関係（平成30年度） 栃木学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 総務・会計（事務室） 廃棄
2019 栃木学習センター 庶務 旅行・外勤関係 旅行・外勤関係（令和元年度） 栃木学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 総務・会計（事務室） 廃棄
2015 栃木学習センター 庶務 文書処理簿 文書処理簿２7年度 栃木学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 事務長（事務室） 廃棄
2016 栃木学習センター 庶務 文書処理簿 文書処理簿（平成28年度） 栃木学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 事務長（事務室） 廃棄
2017 栃木学習センター 庶務 文書処理簿 文書処理簿（平成29年度） 栃木学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 事務長（事務室） 廃棄
2018 栃木学習センター 庶務 文書処理簿 文書処理簿（平成30年度） 栃木学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 事務長（事務室） 廃棄
2019 栃木学習センター 庶務 文書処理簿 文書処理簿（令和元年度） 栃木学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 事務長（事務室） 廃棄
2010 栃木学習センター 庶務 自家用車・レンタカー業務使用許可申請書 自家用車・レンタカー業務使用許可申請書（２２年度） 栃木学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 事務長（事務室） 廃棄
2011 栃木学習センター 庶務 自家用車・レンタカー業務使用許可申請書 自家用車・レンタカー業務使用許可申請書（２３年度） 栃木学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 事務長（事務室） 廃棄
2012 栃木学習センター 庶務 自家用車・レンタカー業務使用許可申請書 自家用車・レンタカー業務使用許可申請書（２４年度） 栃木学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 事務長（事務室） 廃棄
2013 栃木学習センター 庶務 自家用車・レンタカー業務使用許可申請書 自家用車・レンタカー業務使用許可申請書（２５年度） 栃木学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 事務長（事務室） 廃棄
2014 栃木学習センター 庶務 自家用車・レンタカー業務使用許可申請書 自家用車・レンタカー業務使用許可申請書（２６年度） 栃木学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 事務長（事務室） 廃棄
2015 栃木学習センター 庶務 自家用車・レンタカー業務使用許可申請書 自家用車・レンタカー業務使用許可申請書（２7年度） 栃木学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 事務長（事務室） 廃棄
2016 栃木学習センター 庶務 自家用車・レンタカー業務使用許可申請書 自家用車・レンタカー業務使用許可申請書（平成28年度） 栃木学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 事務長（事務室） 廃棄
2017 栃木学習センター 庶務 自家用車・レンタカー業務使用許可申請書 自家用車・レンタカー業務使用許可申請書（平成29年度） 栃木学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 事務長（事務室） 廃棄
2018 栃木学習センター 庶務 自家用車・レンタカー業務使用許可申請書 自家用車・レンタカー業務使用許可申請書（平成30年度） 栃木学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 事務長（事務室） 廃棄
2015 栃木学習センター 庶務 面接授業担当講師口座振込等依頼書 面接授業担当講師口座振込等依頼書（平成27年度） 栃木学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 事務長（事務室） 廃棄
2016 栃木学習センター 庶務 面接授業担当講師口座振込等依頼書 面接授業担当講師口座振込等依頼書（平成28年度） 栃木学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 事務長（事務室） 廃棄
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2017 栃木学習センター 庶務 面接授業担当講師口座振込等依頼書 面接授業担当講師口座振込等依頼書（平成29年度） 栃木学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 事務長（事務室） 廃棄
2018 栃木学習センター 庶務 面接授業担当講師口座振込等依頼書 面接授業担当講師口座振込等依頼書（平成30年度） 栃木学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 事務長（事務室） 廃棄
2019 栃木学習センター 庶務 面接授業担当講師口座振込等依頼書 面接授業担当講師口座振込等依頼書（令和元年度） 栃木学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 事務長（事務室） 廃棄
2015 栃木学習センター 庶務 研修・説明会 研修・説明会（平成27年度） 栃木学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 事務長（事務室） 廃棄
2016 栃木学習センター 庶務 研修・説明会 研修・説明会（平成28年度） 栃木学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 事務長（事務室） 廃棄
2017 栃木学習センター 庶務 研修・説明会 研修・説明会（平成29年度） 栃木学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 事務長（事務室） 廃棄
2018 栃木学習センター 庶務 研修・説明会 研修・説明会（平成30年度） 栃木学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 事務長（事務室） 廃棄
2019 栃木学習センター 庶務 研修・説明会 研修・説明会（令和元年度） 栃木学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 事務長（事務室） 廃棄
2017 栃木学習センター 職員 週休日及び勤務時間時間割振表 週休日及び勤務時間時間割振表（平成29年度） 栃木学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 事務長（事務室） 廃棄
2018 栃木学習センター 職員 週休日及び勤務時間時間割振表 週休日及び勤務時間時間割振表（平成30年度） 栃木学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 事務長（事務室） 廃棄
2019 栃木学習センター 職員 週休日及び勤務時間時間割振表 週休日及び勤務時間時間割振表（令和元年度） 栃木学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 事務長（事務室） 廃棄
2017 栃木学習センター 職員 振替休日処理状況簿 振替休日処理状況簿（平成29年度） 栃木学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 事務長（事務室） 廃棄
2018 栃木学習センター 職員 振替休日処理状況簿 振替休日処理状況簿（平成30年度） 栃木学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 事務長（事務室） 廃棄
2019 栃木学習センター 職員 振替休日処理状況簿 振替休日処理状況簿（令和元年度） 栃木学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 事務長（事務室） 廃棄
2017 栃木学習センター 職員 出勤簿 出勤簿（平成29年度） 栃木学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 事務長（事務室） 廃棄
2018 栃木学習センター 職員 出勤簿 出勤簿（平成30年度） 栃木学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 事務長（事務室） 廃棄
2019 栃木学習センター 職員 出勤簿 出勤簿（令和元年度） 栃木学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 事務長（事務室） 廃棄
2017 栃木学習センター 職員 休暇簿 休暇簿（平成29年度） 栃木学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 事務長（事務室） 廃棄
2018 栃木学習センター 職員 休暇簿 休暇簿（平成30年度） 栃木学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 事務長（事務室） 廃棄
2019 栃木学習センター 職員 休暇簿 休暇簿（令和元年度） 栃木学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 事務長（事務室） 廃棄
2017 栃木学習センター 職員 勤務時間報告書 勤務時間報告書（平成29年度） 栃木学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 事務長（事務室） 廃棄
2018 栃木学習センター 職員 勤務時間報告書 勤務時間報告書（平成30年度） 栃木学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 事務長（事務室） 廃棄
2019 栃木学習センター 職員 勤務時間報告書 勤務時間報告書（令和元年度） 栃木学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 事務長（事務室） 廃棄
2015 栃木学習センター 面接授業 面接授業関係 面接授業関係（平成２7年度） 栃木学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 学務（事務室） 廃棄
2016 栃木学習センター 面接授業 面接授業関係 面接授業関係（平成28年度） 栃木学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 学務（事務室） 廃棄
2017 栃木学習センター 面接授業 面接授業関係 面接授業関係（平成29年度） 栃木学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 学務（事務室） 廃棄
2018 栃木学習センター 面接授業 面接授業関係 面接授業関係（平成30年度） 栃木学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 学務（事務室） 廃棄
2019 栃木学習センター 面接授業 面接授業関係 面接授業関係（令和元年度） 栃木学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 学務（事務室） 廃棄
2017 栃木学習センター 教務関係 コンソーシアムとちぎ（大学コンソーシアム） コンソーシアムとちぎ（大学コンソーシアム）（平成29年度） 栃木学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 事務長（事務室） 廃棄
2018 栃木学習センター 教務関係 コンソーシアムとちぎ（大学コンソーシアム） コンソーシアムとちぎ（大学コンソーシアム）（平成30年度） 栃木学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 事務長（事務室） 廃棄
2019 栃木学習センター 教務関係 コンソーシアムとちぎ（大学コンソーシアム） コンソーシアムとちぎ（大学コンソーシアム）（令和元年度） 栃木学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 事務長（事務室） 廃棄
2015 栃木学習センター 教務関係 教務関係 教務関係（平成２7年度） 栃木学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 学務（事務室） 廃棄
2016 栃木学習センター 教務関係 教務関係 教務関係（平成28年度） 栃木学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 学務（事務室） 廃棄
2017 栃木学習センター 教務関係 教務関係 教務関係（平成29年度） 栃木学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 学務（事務室） 廃棄
2018 栃木学習センター 教務関係 教務関係 教務関係（平成30年度） 栃木学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 学務（事務室） 廃棄
2019 栃木学習センター 教務関係 教務関係 教務関係（令和元年度） 栃木学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 学務（事務室） 廃棄
2015 栃木学習センター 教務関係 大学院入試関係 大学院入試関係（27年度） 栃木学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 学務（事務室） 廃棄
2016 栃木学習センター 教務関係 大学院入試関係 大学院入試関係（平成28年度） 栃木学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 学務（事務室） 廃棄
2017 栃木学習センター 教務関係 大学院入試関係 大学院入試関係（平成29年度） 栃木学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 学務（事務室） 廃棄
2018 栃木学習センター 教務関係 大学院入試関係 大学院入試関係（平成30年度） 栃木学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 学務（事務室） 廃棄
2019 栃木学習センター 教務関係 大学院入試関係 大学院入試関係（令和元年度） 栃木学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 学務（事務室） 廃棄
2015 栃木学習センター 教務関係 卒業研究履修関係 卒業研究履修関係（２７年度） 栃木学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 学務（事務室） 廃棄
2016 栃木学習センター 教務関係 卒業研究履修関係 卒業研究履修関係（平成28年度） 栃木学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 学務（事務室） 廃棄
2017 栃木学習センター 教務関係 卒業研究履修関係 卒業研究履修関係（平成29年度） 栃木学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 学務（事務室） 廃棄
2018 栃木学習センター 教務関係 卒業研究履修関係 卒業研究履修関係（平成30年度） 栃木学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 学務（事務室） 廃棄
2019 栃木学習センター 教務関係 卒業研究履修関係 卒業研究履修関係（令和元年度） 栃木学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 学務（事務室） 廃棄
2015 栃木学習センター 教務関係 教員免許等講習関係 教員免許更新講習関係（平成２7年度） 栃木学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 学務（事務室） 廃棄
2016 栃木学習センター 教務関係 教員免許等講習関係 教員免許更新講習関係（平成28年度） 栃木学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 学務（事務室） 廃棄
2017 栃木学習センター 教務関係 教員免許等講習関係 教員免許更新講習関係（平成29年度） 栃木学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 学務（事務室） 廃棄
2018 栃木学習センター 教務関係 教員免許等講習関係 教員免許更新講習関係（平成30年度） 栃木学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 学務（事務室） 廃棄
2019 栃木学習センター 教務関係 教員免許等講習関係 教員免許更新講習関係（令和元年度） 栃木学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 学務（事務室） 廃棄
2015 栃木学習センター 教務関係 看護師資格取得試験関係 看護師資格取得試験関係（平成27年度） 栃木学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 学務（事務室） 廃棄
2016 栃木学習センター 教務関係 看護師資格取得試験関係 看護師資格取得試験関係（平成28年度） 栃木学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 学務（事務室） 廃棄
2017 栃木学習センター 教務関係 看護師資格取得試験関係 看護師資格取得試験関係（平成29年度） 栃木学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 学務（事務室） 廃棄
2018 栃木学習センター 教務関係 看護師資格取得試験関係 看護師資格取得試験関係（平成30年度） 栃木学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 学務（事務室） 廃棄
2019 栃木学習センター 教務関係 看護師資格取得試験関係 看護師資格取得試験関係（令和元年度） 栃木学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 学務（事務室） 廃棄
2015 栃木学習センター 教務関係 学習相談申込書 学習相談申込書（平成２7年度） 栃木学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 学務（事務室） 廃棄
2016 栃木学習センター 教務関係 学習相談申込書 学習相談申込書（平成28年度） 栃木学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 学務（事務室） 廃棄
2017 栃木学習センター 教務関係 学習相談申込書 学習相談申込書（平成29年度） 栃木学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 学務（事務室） 廃棄
2018 栃木学習センター 教務関係 学習相談申込書 学習相談申込書（平成30年度） 栃木学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 学務（事務室） 廃棄
2019 栃木学習センター 教務関係 学習相談申込書 学習相談申込書（令和元年度） 栃木学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 学務（事務室） 廃棄
2016 栃木学習センター 教務関係 連携協力関係 連携協力関係（平成28年度） 栃木学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 事務長（事務室） 廃棄
2017 栃木学習センター 教務関係 連携協力関係 連携協力関係（平成29年度） 栃木学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 事務長（事務室） 廃棄
2018 栃木学習センター 教務関係 連携協力関係 連携協力関係（平成30年度） 栃木学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 事務長（事務室） 廃棄
2019 栃木学習センター 教務関係 連携協力関係 連携協力関係（令和元年度） 栃木学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 事務長（事務室） 廃棄
2017 栃木学習センター 教務関係 修士論文・卒業研究発表会 修士論文・卒業研究発表会関係（平成29年度） 栃木学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 学務（事務室） 廃棄
2018 栃木学習センター 教務関係 修士論文・卒業研究発表会 修士論文・卒業研究発表会関係（平成30年度） 栃木学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 学務（事務室） 廃棄
2019 栃木学習センター 教務関係 修士論文・卒業研究発表会 修士論文・卒業研究発表会関係（令和元年度） 栃木学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 学務（事務室） 廃棄
2015 栃木学習センター 学生関係 学生研修旅行 学生研修旅行　（平成27年度） 栃木学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 学務（事務室） 廃棄
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2016 栃木学習センター 学生関係 学生研修旅行 学生研修旅行（平成28年度） 栃木学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 学務（事務室） 廃棄
2017 栃木学習センター 学生関係 学生研修旅行 学生研修旅行（平成29年度） 栃木学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 学務（事務室） 廃棄
2018 栃木学習センター 学生関係 学生研修旅行 学生研修旅行（平成30年度） 栃木学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 学務（事務室） 廃棄
2019 栃木学習センター 学生関係 学生研修旅行 学生研修旅行（令和元年度） 栃木学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 学務（事務室） 廃棄
2015 栃木学習センター 学生関係 学生関係 学生関係（平成27年度） 栃木学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 学務（事務室） 廃棄
2016 栃木学習センター 学生関係 学生関係 学生関係（平成28年度） 栃木学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 学務（事務室） 廃棄
2017 栃木学習センター 学生関係 学生関係 学生関係（平成29年度） 栃木学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 学務（事務室） 廃棄
2018 栃木学習センター 学生関係 学生関係 学生関係（平成30年度） 栃木学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 学務（事務室） 廃棄
2019 栃木学習センター 学生関係 学生関係 学生関係（令和元年度） 栃木学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 学務（事務室） 廃棄
2015 栃木学習センター 学生関係 身障者に関する綴 身障者に関する綴（平成27年度） 栃木学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 学務（事務室） 廃棄
2016 栃木学習センター 学生関係 身障者に関する綴 身障者に関する綴（平成28年度） 栃木学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 学務（事務室） 廃棄
2017 栃木学習センター 学生関係 身障者に関する綴 身障者に関する綴（平成29年度） 栃木学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 学務（事務室） 廃棄
2018 栃木学習センター 学生関係 身障者に関する綴 身障者に関する綴（平成30年度） 栃木学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 学務（事務室） 廃棄
2019 栃木学習センター 学生関係 身障者に関する綴 身障者に関する綴（令和元年度） 栃木学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 学務（事務室） 廃棄
2015 栃木学習センター 学生関係 住所等変更届・その他諸届 住所等変更届・その他諸届（平成２7年度） 栃木学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 学務（倉庫） 廃棄
2016 栃木学習センター 学生関係 住所等変更届・その他諸届 住所等変更届・その他諸届（平成28年度） 栃木学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 学務（事務室） 廃棄
2017 栃木学習センター 学生関係 住所等変更届・その他諸届 住所等変更届・その他諸届（平成29年度） 栃木学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 学務（事務室） 廃棄
2018 栃木学習センター 学生関係 住所等変更届・その他諸届 住所等変更届・その他諸届（平成30年度） 栃木学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 学務（事務室） 廃棄
2019 栃木学習センター 学生関係 住所等変更届・その他諸届 住所等変更届・その他諸届（令和元年度） 栃木学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 学務（事務室） 廃棄
2015 栃木学習センター 学生関係 資料請求・電話問い合わせ名簿 資料請求・電話問い合わせ名簿（平成27年度） 栃木学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 図書（事務室） 廃棄
2016 栃木学習センター 学生関係 資料請求・電話問い合わせ名簿 資料請求・電話問い合わせ名簿（平成28年度） 栃木学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 図書（事務室） 廃棄
2017 栃木学習センター 学生関係 資料請求・電話問い合わせ名簿 資料請求・電話問い合わせ名簿（平成29年度） 栃木学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 図書（事務室） 廃棄
2018 栃木学習センター 学生関係 資料請求・電話問い合わせ名簿 資料請求・電話問い合わせ名簿（平成30年度） 栃木学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 図書（事務室） 廃棄
2019 栃木学習センター 学生関係 資料請求・電話問い合わせ名簿 資料請求・電話問い合わせ名簿（令和元年度） 栃木学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 図書（事務室） 廃棄
2014 栃木学習センター 学生関係 学生教育研究災害傷害保険 学生教育研究災害傷害保険（平成26年度） 栃木学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 学務（事務室） 廃棄
2015 栃木学習センター 学生関係 学生教育研究災害傷害保険 学生教育研究災害傷害保険（平成27年度） 栃木学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 学務（事務室） 廃棄
2016 栃木学習センター 学生関係 学生教育研究災害傷害保険 学生教育研究災害傷害保険（平成28年度） 栃木学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 学務（事務室） 廃棄
2017 栃木学習センター 学生関係 学生教育研究災害傷害保険 学生教育研究災害傷害保険（平成29年度） 栃木学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 学務（事務室） 廃棄
2018 栃木学習センター 学生関係 学生教育研究災害傷害保険 学生教育研究災害傷害保険（平成30年度） 栃木学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 学務（事務室） 廃棄
2019 栃木学習センター 学生関係 学生教育研究災害傷害保険 学生教育研究災害傷害保険（令和元年度） 栃木学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 学務（事務室） 廃棄
2015 栃木学習センター 学生関係 奨学金関係 奨学金関係（平成2７年度） 栃木学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 学務（事務室） 廃棄
2016 栃木学習センター 学生関係 奨学金関係 奨学金関係（平成28年度） 栃木学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 学務（事務室） 廃棄
2017 栃木学習センター 学生関係 奨学金関係 奨学金関係（平成29年度） 栃木学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 学務（事務室） 廃棄
2018 栃木学習センター 学生関係 奨学金関係 奨学金関係（平成30年度） 栃木学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 学務（事務室） 廃棄
2019 栃木学習センター 学生関係 奨学金関係 奨学金関係（平成31年度） 栃木学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 学務（事務室） 廃棄
2017 栃木学習センター 学生関係 学生団体関係 学生団体関係（平成29年度） 栃木学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 学務（事務室） 廃棄
2018 栃木学習センター 学生関係 学生団体関係 学生団体関係（平成30年度） 栃木学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 学務（事務室） 廃棄
2019 栃木学習センター 学生関係 学生団体関係 学生団体関係（令和元年度） 栃木学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 学務（事務室） 廃棄
2017 栃木学習センター 教務関係 特別ゼミ関係 特別ゼミ関係（平成29年度） 栃木学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 学務（事務室） 廃棄
2018 栃木学習センター 教務関係 特別ゼミ関係 特別ゼミ関係（平成30年度） 栃木学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 学務（事務室） 廃棄
2019 栃木学習センター 教務関係 特別ゼミ関係 特別ゼミ関係（平成31年度） 栃木学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 学務（事務室） 廃棄
2017 栃木学習センター 証明書 各種証明書・交付願（台帳含む） 各種証明書・交付願（台帳含む）（平成29年度） 栃木学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 学務（事務室） 廃棄
2018 栃木学習センター 証明書 各種証明書・交付願（台帳含む） 各種証明書・交付願（台帳含む）（平成30年度） 栃木学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 学務（事務室） 廃棄
2019 栃木学習センター 証明書 各種証明書・交付願（台帳含む） 各種証明書・交付願（台帳含む）（令和元年度） 栃木学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 学務（事務室） 廃棄
2017 栃木学習センター 証明書 学割関係 学割関係（平成29年度） 栃木学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 学務（事務室） 廃棄
2018 栃木学習センター 証明書 学割関係 学割関係（平成30年度） 栃木学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 学務（事務室） 廃棄
2019 栃木学習センター 証明書 学割関係 学割関係（令和元年度） 栃木学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 学務（事務室） 廃棄
2015 栃木学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験関係 単位認定試験関係（平成27年度） 栃木学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 学務（事務室） 廃棄
2016 栃木学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験関係 単位認定試験関係（平成28年度） 栃木学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 学務（事務室） 廃棄
2017 栃木学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験関係 単位認定試験関係（平成29年度） 栃木学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 学務（事務室） 廃棄
2018 栃木学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験関係 単位認定試験関係（平成30年度） 栃木学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 学務（事務室） 廃棄
2019 栃木学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験関係 単位認定試験関係（令和元年度） 栃木学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 学務（事務室） 廃棄
2017 栃木学習センター 図書・視聴 図書室等利用統計 図書室等利用統計（平成29年度） 栃木学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 図書（事務室） 廃棄
2018 栃木学習センター 図書・視聴 図書室等利用統計 図書室等利用統計（平成30年度） 栃木学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 図書（事務室） 廃棄
2019 栃木学習センター 図書・視聴 図書室等利用統計 図書室等利用統計（令和元年度） 栃木学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 図書（事務室） 廃棄
2017 栃木学習センター 図書・視聴 文献複写申込書 文献複写申込書（平成29年度） 栃木学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 図書（事務室） 廃棄
2018 栃木学習センター 図書・視聴 文献複写申込書 文献複写申込書（平成30年度） 栃木学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 図書（事務室） 廃棄
2019 栃木学習センター 図書・視聴 文献複写申込書 文献複写申込書（令和元年度） 栃木学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 図書（事務室） 廃棄
2010 栃木学習センター 会計 出納員・現金出納簿 出納員・現金出納簿（平成22年度） 栃木学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 総務・会計（倉庫） 廃棄
2011 栃木学習センター 会計 出納員・現金出納簿 出納員・現金出納簿（平成23年度） 栃木学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 総務・会計（倉庫） 廃棄
2012 栃木学習センター 会計 出納員・現金出納簿 出納員・現金出納簿（平成24年度） 栃木学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 総務・会計（倉庫） 廃棄
2013 栃木学習センター 会計 出納員・現金出納簿 出納員・現金出納簿（平成25年度） 栃木学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 総務・会計（事務室） 廃棄
2014 栃木学習センター 会計 出納員・現金出納簿 出納員・現金出納簿（平成26年度） 栃木学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 総務・会計（事務室） 廃棄
2015 栃木学習センター 会計 出納員・現金出納簿 出納員・現金出納簿（平成27年度） 栃木学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 総務・会計（事務室） 廃棄
2016 栃木学習センター 会計 出納員・現金出納簿 出納員・現金出納簿（平成28年度） 栃木学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 総務・会計（事務室） 廃棄
2017 栃木学習センター 会計 出納員・現金出納簿 出納員・現金出納簿（平成29年度） 栃木学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 総務・会計（事務室） 廃棄
2018 栃木学習センター 会計 出納員・現金出納簿 出納員・現金出納簿（平成30年度） 栃木学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 総務・会計（事務室） 廃棄
2019 栃木学習センター 会計 出納員・現金出納簿 出納員・現金出納簿（令和元年度） 栃木学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 総務・会計（事務室） 廃棄
2010 栃木学習センター 会計 前渡資金要求書 前渡資金要求書（平成22年度） 栃木学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 総務・会計（事務室） 廃棄
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措置結果
2011 栃木学習センター 会計 前渡資金要求書 前渡資金要求書（平成23年度） 栃木学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 総務・会計（事務室） 廃棄
2012 栃木学習センター 会計 前渡資金要求書 前渡資金要求書（平成24年度） 栃木学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 総務・会計（事務室） 廃棄
2013 栃木学習センター 会計 前渡資金要求書 前渡資金要求書（平成25年度） 栃木学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 総務・会計（事務室） 廃棄
2014 栃木学習センター 会計 前渡資金要求書 前渡資金要求書（平成26年度） 栃木学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 総務・会計（事務室） 廃棄
2015 栃木学習センター 会計 前渡資金要求書 前渡資金要求書（平成27年度） 栃木学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 総務・会計（事務室） 廃棄
2016 栃木学習センター 会計 前渡資金要求書 前渡資金要求書（平成28年度） 栃木学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 総務・会計（事務室） 廃棄
2017 栃木学習センター 会計 前渡資金要求書 前渡資金要求書（平成29年度） 栃木学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 総務・会計（事務室） 廃棄
2018 栃木学習センター 会計 前渡資金要求書 前渡資金要求書（平成30年度） 栃木学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 総務・会計（事務室） 廃棄
2019 栃木学習センター 会計 前渡資金要求書 前渡資金要求書（令和元年度） 栃木学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 総務・会計（事務室） 廃棄
2010 栃木学習センター 会計 前渡資金精算書 前渡資金精算書（平成22年度） 栃木学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 総務・会計（倉庫） 廃棄
2011 栃木学習センター 会計 前渡資金精算書 前渡資金精算書（平成23年度） 栃木学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 総務・会計（倉庫） 廃棄
2012 栃木学習センター 会計 前渡資金精算書 前渡資金精算書（平成24年度） 栃木学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 総務・会計（事務室） 廃棄
2013 栃木学習センター 会計 前渡資金精算書 前渡資金精算書（平成25年度） 栃木学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 総務・会計（事務室） 廃棄
2014 栃木学習センター 会計 前渡資金精算書 前渡資金精算書（平成26年度） 栃木学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 総務・会計（事務室） 廃棄
2015 栃木学習センター 会計 前渡資金精算書 前渡資金精算書（平成27年度） 栃木学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 総務・会計（事務室） 廃棄
2016 栃木学習センター 会計 前渡資金精算書 前渡資金精算書（平成28年度） 栃木学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 総務・会計（事務室） 廃棄
2017 栃木学習センター 会計 前渡資金精算書 前渡資金精算書（平成29年度） 栃木学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 総務・会計（事務室） 廃棄
2018 栃木学習センター 会計 前渡資金精算書 前渡資金精算書（平成30年度） 栃木学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 総務・会計（事務室） 廃棄
2019 栃木学習センター 会計 前渡資金精算書 前渡資金精算書（令和元年度） 栃木学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 総務・会計（事務室） 廃棄
2010 栃木学習センター 会計 現金払込仕訳書 現金払込仕訳書（平成22年度） 栃木学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 総務・会計（倉庫） 廃棄
2011 栃木学習センター 会計 現金払込仕訳書 現金払込仕訳書（平成23年度） 栃木学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 総務・会計（倉庫） 廃棄
2012 栃木学習センター 会計 現金払込仕訳書 現金払込仕訳書（平成24年度） 栃木学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 総務・会計（倉庫） 廃棄
2013 栃木学習センター 会計 現金払込仕訳書 現金払込仕訳書（平成25年度） 栃木学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 総務・会計（倉庫） 廃棄
2014 栃木学習センター 会計 現金払込仕訳書 現金払込仕訳書（平成26年度） 栃木学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 総務・会計（倉庫） 廃棄
2015 栃木学習センター 会計 現金払込仕訳書 現金払込仕訳書（平成27年度） 栃木学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 総務・会計（倉庫） 廃棄
2016 栃木学習センター 会計 現金払込仕訳書 現金払込仕訳書（平成28年度） 栃木学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 総務・会計（事務室） 廃棄
2017 栃木学習センター 会計 現金払込仕訳書 現金払込仕訳書（平成29年度） 栃木学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 総務・会計（事務室） 廃棄
2018 栃木学習センター 会計 現金払込仕訳書 現金払込仕訳書（平成30年度） 栃木学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 総務・会計（事務室） 廃棄
2019 栃木学習センター 会計 現金払込仕訳書 現金払込仕訳書（令和元年度） 栃木学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 総務・会計（事務室） 廃棄
2010 栃木学習センター 会計 物品取得及び修繕（役務）通知書 物品取得及び修繕（役務）通知書（平成２２年度） 栃木学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 総務・会計（倉庫） 廃棄
2011 栃木学習センター 会計 物品取得及び修繕（役務）通知書 物品取得及び修繕（役務）通知書（平成２３年度） 栃木学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 総務・会計（倉庫） 廃棄
2015 栃木学習センター 会計 会計関係（通知等軽微なもの） 会計関係（通知等軽微なもの）平成２7年度 栃木学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 総務・会計（倉庫） 廃棄
2016 栃木学習センター 会計 会計関係（通知等軽微なもの） 会計関係（通知等軽微なもの）（平成28年度） 栃木学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 総務・会計（事務室） 廃棄
2017 栃木学習センター 会計 会計関係（通知等軽微なもの） 会計関係（通知等軽微なもの）（平成29年度） 栃木学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 総務・会計（事務室） 廃棄
2018 栃木学習センター 会計 会計関係（通知等軽微なもの） 会計関係（通知等軽微なもの）（平成30年度） 栃木学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 総務・会計（事務室） 廃棄
2019 栃木学習センター 会計 会計関係（通知等軽微なもの） 会計関係（通知等軽微なもの）（令和元年度） 栃木学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 総務・会計（事務室） 廃棄
2010 栃木学習センター 会計 契約関係 契約関係（平成22年度） 栃木学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 総務・会計（事務室） 廃棄
2011 栃木学習センター 会計 契約関係 契約関係（平成23年度） 栃木学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 総務・会計（事務室） 廃棄
2012 栃木学習センター 会計 契約関係 契約関係（平成24年度） 栃木学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 総務・会計（事務室） 廃棄
2013 栃木学習センター 会計 契約関係 契約関係（平成25年度） 栃木学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 総務・会計（事務室） 廃棄
2014 栃木学習センター 会計 契約関係 契約関係（平成26年度） 栃木学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 総務・会計（事務室） 廃棄
2015 栃木学習センター 会計 契約関係 契約関係（平成27年度） 栃木学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 総務・会計（事務室） 廃棄
2016 栃木学習センター 会計 契約関係 契約関係（平成28年度） 栃木学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 総務・会計（事務室） 廃棄
2017 栃木学習センター 会計 契約関係 契約関係（平成29年度） 栃木学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 総務・会計（事務室） 廃棄
2018 栃木学習センター 会計 契約関係 契約関係（平成30年度） 栃木学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 総務・会計（事務室） 廃棄
2019 栃木学習センター 会計 契約関係 契約関係（令和元年度） 栃木学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 総務・会計（事務室） 廃棄
2010 栃木学習センター 会計 前渡資金出納簿 前渡資金出納簿（平成22年度） 栃木学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 総務・会計（倉庫） 廃棄
2011 栃木学習センター 会計 前渡資金出納簿 前渡資金出納簿（平成23年度） 栃木学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 総務・会計（倉庫） 廃棄
2012 栃木学習センター 会計 前渡資金出納簿 前渡資金出納簿（平成24年度） 栃木学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 総務・会計（事務室） 廃棄
2013 栃木学習センター 会計 前渡資金出納簿 前渡資金出納簿（平成25年度） 栃木学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 総務・会計（事務室） 廃棄
2014 栃木学習センター 会計 前渡資金出納簿 前渡資金出納簿（平成26年度） 栃木学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 総務・会計（事務室） 廃棄
2015 栃木学習センター 会計 前渡資金出納簿 前渡資金出納簿（平成27年度） 栃木学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 総務・会計（事務室） 廃棄
2016 栃木学習センター 会計 前渡資金出納簿 前渡資金出納簿（平成28年度） 栃木学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 総務・会計（事務室） 廃棄
2017 栃木学習センター 会計 前渡資金出納簿 前渡資金出納簿（平成29年度） 栃木学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 総務・会計（事務室） 廃棄
2018 栃木学習センター 会計 前渡資金出納簿 前渡資金出納簿（平成30年度） 栃木学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 総務・会計（事務室） 廃棄
2019 栃木学習センター 会計 前渡資金出納簿 前渡資金出納簿（令和元年度） 栃木学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 総務・会計（事務室） 廃棄
2010 栃木学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等受払簿（平成22年度） 栃木学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 総務・会計（倉庫） 廃棄
2011 栃木学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等受払簿（平成23年度） 栃木学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 総務・会計（倉庫） 廃棄
2012 栃木学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等受払簿（平成24年度） 栃木学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 総務・会計（倉庫） 廃棄
2013 栃木学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等受払簿（平成25年度） 栃木学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 総務・会計（倉庫） 廃棄
2014 栃木学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等受払簿（平成26年度） 栃木学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 総務・会計（倉庫） 廃棄
2015 栃木学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等受払簿（平成27年度） 栃木学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 総務・会計（倉庫） 廃棄
2016 栃木学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等受払簿（平成28年度） 栃木学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 総務・会計（事務室） 廃棄
2017 栃木学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等受払簿（平成29年度） 栃木学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 総務・会計（事務室） 廃棄
2018 栃木学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等受払簿（平成30年度） 栃木学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 総務・会計（事務室） 廃棄
2019 栃木学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等受払簿（令和元年度） 栃木学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 総務・会計（事務室） 廃棄
2010 栃木学習センター 会計 郵便料金後納及び受取人支払関係綴 郵便料金後納及び受取人支払関係綴（平成２２年度） 栃木学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 総務・会計（倉庫） 廃棄
2011 栃木学習センター 会計 郵便料金後納及び受取人支払関係綴 郵便料金後納及び受取人支払関係綴（平成２３年度） 栃木学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 総務・会計（倉庫） 廃棄
2012 栃木学習センター 会計 郵便料金後納及び受取人支払関係綴 郵便料金後納及び受取人支払関係綴（平成２４年度） 栃木学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 総務・会計（事務室） 廃棄
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措置結果
2013 栃木学習センター 会計 郵便料金後納及び受取人支払関係綴 郵便料金後納及び受取人支払関係綴（平成２5年度） 栃木学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 総務・会計（事務室） 廃棄
2014 栃木学習センター 会計 郵便料金後納及び受取人支払関係綴 郵便料金後納及び受取人支払関係綴（平成２6年度） 栃木学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 総務・会計（事務室） 廃棄
2015 栃木学習センター 会計 郵便料金後納及び受取人支払関係綴 郵便料金後納及び受取人支払関係綴（平成２7年度） 栃木学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 総務・会計（事務室） 廃棄
2016 栃木学習センター 会計 郵便料金後納及び受取人支払関係綴 郵便料金後納及び受取人支払関係綴（平成28年度） 栃木学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 総務・会計（事務室） 廃棄
2017 栃木学習センター 会計 郵便料金後納及び受取人支払関係綴 郵便料金後納及び受取人支払関係綴（平成29年度） 栃木学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 総務・会計（事務室） 廃棄
2018 栃木学習センター 会計 郵便料金後納及び受取人支払関係綴 郵便料金後納及び受取人支払関係綴（平成30年度） 栃木学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 総務・会計（事務室） 廃棄
2019 栃木学習センター 会計 郵便料金後納及び受取人支払関係綴 郵便料金後納及び受取人支払関係綴（令和元年度） 栃木学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 総務・会計（事務室） 廃棄
2015 栃木学習センター 会計 タクシーチケット使用簿 タクシーチケット使用簿（平成27年度） 栃木学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 総務・会計（事務室） 廃棄
2016 栃木学習センター 会計 タクシーチケット使用簿 タクシーチケット使用簿（平成28年度） 栃木学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 総務・会計（事務室） 廃棄
2017 栃木学習センター 会計 タクシーチケット使用簿 タクシーチケット使用簿（平成29年度） 栃木学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 総務・会計（事務室） 廃棄
2018 栃木学習センター 会計 タクシーチケット使用簿 タクシーチケット使用簿（平成30年度） 栃木学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 総務・会計（事務室） 廃棄
2019 栃木学習センター 会計 タクシーチケット使用簿 タクシーチケット使用簿（令和元年度） 栃木学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 総務・会計（事務室） 廃棄
2010 栃木学習センター 会計 支払伝票 支払伝票（平成22年度） 栃木学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 総務・会計（倉庫） 廃棄
2011 栃木学習センター 会計 支払伝票 支払伝票（平成23年度） 栃木学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 総務・会計（倉庫） 廃棄
2012 栃木学習センター 会計 支払伝票 支払伝票（平成24年度） 栃木学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 総務・会計（倉庫） 廃棄
2013 栃木学習センター 会計 支払伝票 支払伝票（平成25年度） 栃木学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 総務・会計（倉庫） 廃棄
2014 栃木学習センター 会計 支払伝票 支払伝票（平成26年度） 栃木学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 総務・会計（倉庫） 廃棄
2015 栃木学習センター 会計 支払伝票 支払伝票（平成27年度） 栃木学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 総務・会計（倉庫） 廃棄
2016 栃木学習センター 会計 支払伝票 支払伝票（平成28年度） 栃木学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 総務・会計（事務室） 廃棄
2017 栃木学習センター 会計 支払伝票 支払伝票（平成29年度） 栃木学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 総務・会計（事務室） 廃棄
2018 栃木学習センター 会計 支払伝票 支払伝票（平成30年度） 栃木学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 総務・会計（事務室） 廃棄
2019 栃木学習センター 会計 支払伝票 支払伝票（令和元年度） 栃木学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 総務・会計（事務室） 廃棄
2017 栃木学習センター 施設 施設設備・防火管理関係 施設設備・防火管理関係（平成29年度） 栃木学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 総務・会計（事務室） 廃棄
2018 栃木学習センター 施設 施設設備・防火管理関係 施設設備・防火管理関係（平成30年度） 栃木学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 総務・会計（事務室） 廃棄
2019 栃木学習センター 施設 施設設備・防火管理関係 施設設備・防火管理関係（令和元年度） 栃木学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 総務・会計（事務室） 廃棄
2017 栃木学習センター その他 雑件 雑件（平成29年度） 栃木学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 総務・会計（事務室） 廃棄
2018 栃木学習センター その他 雑件 雑件（平成30年度） 栃木学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 総務・会計（事務室） 廃棄
2019 栃木学習センター その他 雑件 雑件（令和元年度） 栃木学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 栃木学習センター 栃木学習センター事務長 総務・会計（事務室） 廃棄
2010 群馬学習センター 式典 入学者の集い・学位記授与式 入学者の集い・学位記授与式（平成２２年度） 群馬学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2011 群馬学習センター 式典 入学者の集い・学位記授与式 入学者の集い・学位記授与式（平成２３年度） 群馬学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2012 群馬学習センター 式典 入学者の集い・学位記授与式 入学者の集い・学位記授与式（平成２４年度） 群馬学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2013 群馬学習センター 式典 入学者の集い・学位記授与式 入学者の集い・学位記授与式（平成２５年度） 群馬学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2014 群馬学習センター 式典 入学者の集い・学位記授与式 入学者の集い・学位記授与式（平成２６年度） 群馬学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2015 群馬学習センター 式典 入学者の集い・学位記授与式 入学者の集い・学位記授与式（平成２７年度） 群馬学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2016 群馬学習センター 式典 入学者の集い・学位記授与式 入学者の集い・学位記授与式（平成２８年度） 群馬学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2017 群馬学習センター 式典 入学者の集い・学位記授与式 入学者の集い・学位記授与式（平成２９年度） 群馬学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2018 群馬学習センター 式典 入学者の集い・学位記授与式 入学者の集い・学位記授与式（平成３０年度） 群馬学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2019 群馬学習センター 式典 入学者の集い・学位記授与式 入学者の集い・学位記授与式（２０１９年度） 群馬学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2015 群馬学習センター 人事 人事事務処理関係綴 人事事務処理関係書類（平成２７年度） 群馬学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2016 群馬学習センター 人事 人事事務処理関係綴 人事事務処理関係書類（平成２８年度） 群馬学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2017 群馬学習センター 人事 人事事務処理関係綴 人事事務処理関係書類（平成２９年度） 群馬学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2018 群馬学習センター 人事 人事事務処理関係綴 人事事務処理関係書類（平成３０年度） 群馬学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2019 群馬学習センター 人事 人事事務処理関係綴 人事事務処理関係書類（２０１９年度） 群馬学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2015 群馬学習センター 人事 人事事務処理関係綴 非常勤職員任免関係（平成２７年度） 群馬学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2016 群馬学習センター 人事 人事事務処理関係綴 非常勤職員任免関係（平成２８年度） 群馬学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2017 群馬学習センター 人事 人事事務処理関係綴 非常勤職員任免関係（平成２９年度） 群馬学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2018 群馬学習センター 人事 人事事務処理関係綴 非常勤職員任免関係（平成３０年度） 群馬学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2019 群馬学習センター 人事 人事事務処理関係綴 非常勤職員任免関係（２０１９年度） 群馬学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2015 群馬学習センター 人事 客員教員・非常勤講師（面接授業担当）の委嘱関係 非常勤講師（面接授業担当）の委嘱について（平成２７年度） 群馬学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2016 群馬学習センター 人事 客員教員・非常勤講師（面接授業担当）の委嘱関係 非常勤講師（面接授業担当）の委嘱について（平成２８年度） 群馬学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2017 群馬学習センター 人事 客員教員・非常勤講師（面接授業担当）の委嘱関係 非常勤講師（面接授業担当）の委嘱について（平成２９年度） 群馬学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2018 群馬学習センター 人事 客員教員・非常勤講師（面接授業担当）の委嘱関係 非常勤講師（面接授業担当）の委嘱について（平成３０年度） 群馬学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2019 群馬学習センター 人事 客員教員・非常勤講師（面接授業担当）の委嘱関係 非常勤講師（面接授業担当）の委嘱について（２０１９年度） 群馬学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2017 群馬学習センター 諸会議 北関東ブロック会議・拠点センター等会議 北関東ブロック会議（平成２９年度） 群馬学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2018 群馬学習センター 諸会議 北関東ブロック会議・拠点センター等会議 北関東ブロック会議（平成３０年度） 群馬学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2019 群馬学習センター 諸会議 北関東ブロック会議・拠点センター等会議 北関東ブロック会議（２０１９年度） 群馬学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2015 群馬学習センター 広報 上州（原稿依頼・礼状等） センターだより「上州」発行関係綴（平成２７年度） 群馬学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2016 群馬学習センター 広報 上州（原稿依頼・礼状等） センターだより「上州」発行関係綴（平成２８年度） 群馬学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2017 群馬学習センター 広報 上州（原稿依頼・礼状等） センターだより「上州」発行関係綴（平成２９年度） 群馬学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2018 群馬学習センター 広報 上州（原稿依頼・礼状等） センターだより「上州」発行関係綴（平成３０年度） 群馬学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2019 群馬学習センター 広報 上州（原稿依頼・礼状等） センターだより「上州」発行関係綴（２０１９年度） 群馬学習センター事務長 2020/4/1 5年 2024/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2015 群馬学習センター 広報 土曜フォーラム 土曜フォーラム（平成２７年度） 群馬学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2016 群馬学習センター 広報 土曜フォーラム 土曜フォーラム（平成２８年度） 群馬学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2017 群馬学習センター 広報 土曜フォーラム 土曜フォーラム（平成２９年度） 群馬学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2018 群馬学習センター 広報 土曜フォーラム 土曜フォーラム（平成３０年度） 群馬学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2019 群馬学習センター 広報 土曜フォーラム 土曜フォーラム（２０１９年度） 群馬学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2015 群馬学習センター 広報 広報関係 広報関係（平成２７年度） 群馬学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2016 群馬学習センター 広報 広報関係 広報関係（平成２８年度） 群馬学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2017 群馬学習センター 広報 広報関係 広報関係（平成２９年度） 群馬学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
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措置結果
2018 群馬学習センター 広報 広報関係 広報関係（平成３０年度） 群馬学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2019 群馬学習センター 広報 広報関係 広報関係（２０１９年度） 群馬学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2015 群馬学習センター 庶務 総務関係文書綴 総務関係文書綴（平成２７年度） 群馬学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2016 群馬学習センター 庶務 総務関係文書綴 総務関係文書綴（平成２８年度） 群馬学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2017 群馬学習センター 庶務 総務関係文書綴 総務関係文書綴（平成２９年度） 群馬学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2018 群馬学習センター 庶務 総務関係文書綴 総務関係文書綴（平成３０年度） 群馬学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2019 群馬学習センター 庶務 総務関係文書綴 総務関係文書綴（２０１９年度） 群馬学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2010 群馬学習センター 庶務 出張復命書 出張旅行命令復命書（平成２２年度） 群馬学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2011 群馬学習センター 庶務 出張復命書 出張旅行命令復命書（平成２３年度） 群馬学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2012 群馬学習センター 庶務 出張復命書 出張旅行命令復命書（平成２４年度） 群馬学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2013 群馬学習センター 庶務 出張復命書 出張旅行命令復命書（平成２５年度） 群馬学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2014 群馬学習センター 庶務 出張復命書 出張旅行命令復命書（平成２６年度） 群馬学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2015 群馬学習センター 庶務 出張復命書 出張旅行命令復命書（平成２７年度） 群馬学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2016 群馬学習センター 庶務 出張復命書 出張旅行命令復命書（平成２８年度） 群馬学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2017 群馬学習センター 庶務 出張復命書 出張旅行命令復命書（平成２９年度） 群馬学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2018 群馬学習センター 庶務 出張復命書 出張旅行命令復命書（平成３０年度） 群馬学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2019 群馬学習センター 庶務 出張復命書 出張旅行命令復命書（２０１９年度） 群馬学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2010 群馬学習センター 庶務 旅行命令伺　旅費精算請求書　外勤交通費等請求書 旅行伺（平成２２年度） 群馬学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2011 群馬学習センター 庶務 旅行命令伺　旅費精算請求書　外勤交通費等請求書 旅行伺（平成２３年度） 群馬学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2012 群馬学習センター 庶務 旅行命令伺　旅費精算請求書　外勤交通費等請求書 旅行伺（平成２４年度） 群馬学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2013 群馬学習センター 庶務 旅行命令伺　旅費精算請求書　外勤交通費等請求書 旅行伺（平成２５年度） 群馬学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2014 群馬学習センター 庶務 旅行命令伺　旅費精算請求書　外勤交通費等請求書 旅行伺（平成２６年度） 群馬学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2015 群馬学習センター 庶務 旅行命令伺　旅費精算請求書　外勤交通費等請求書 旅行伺（平成２７年度） 群馬学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2016 群馬学習センター 庶務 旅行命令伺　旅費精算請求書　外勤交通費等請求書 旅行伺（平成２８年度） 群馬学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2017 群馬学習センター 庶務 旅行命令伺　旅費精算請求書　外勤交通費等請求書 旅行伺（平成２９年度） 群馬学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2018 群馬学習センター 庶務 旅行命令伺　旅費精算請求書　外勤交通費等請求書 旅行伺（平成３０年度） 群馬学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2019 群馬学習センター 庶務 旅行命令伺　旅費精算請求書　外勤交通費等請求書 旅行伺（２０１９年度） 群馬学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2010 群馬学習センター 庶務 物品管理関係綴 物品供用簿（平成２２年度） 群馬学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2011 群馬学習センター 庶務 物品管理関係綴 物品供用簿（平成２３年度） 群馬学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2012 群馬学習センター 庶務 物品管理関係綴 物品供用簿（平成２４年度） 群馬学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2013 群馬学習センター 庶務 物品管理関係綴 物品供用簿（平成２５年度） 群馬学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2014 群馬学習センター 庶務 物品管理関係綴 物品供用簿（平成２６年度） 群馬学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2015 群馬学習センター 庶務 物品管理関係綴 物品供用簿（平成２７年度） 群馬学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2016 群馬学習センター 庶務 物品管理関係綴 物品供用簿（平成２８年度） 群馬学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2017 群馬学習センター 庶務 物品管理関係綴 物品供用簿（平成２９年度） 群馬学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2018 群馬学習センター 庶務 物品管理関係綴 物品供用簿（平成３０年度） 群馬学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2019 群馬学習センター 庶務 物品管理関係綴 物品供用簿（２０１９年度） 群馬学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2017 群馬学習センター 職員 勤務時間報告書 勤務時間報告書（平成２９年度） 群馬学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2018 群馬学習センター 職員 勤務時間報告書 勤務時間報告書（平成３０年度） 群馬学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2019 群馬学習センター 職員 勤務時間報告書 勤務時間報告書（２０１９年度） 群馬学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2017 群馬学習センター 職員 勤務時間報告書 時間外労働集計簿（平成２９年度） 群馬学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2018 群馬学習センター 職員 勤務時間報告書 時間外労働集計簿（平成３０年度） 群馬学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2019 群馬学習センター 職員 勤務時間報告書 時間外労働集計簿（２０１９年度） 群馬学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2017 群馬学習センター 職員 兼業許可申請書 兼業許可申請書（平成２９年度） 群馬学習センター事務長 2018/4/1 3年（兼業終了後） 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2018 群馬学習センター 職員 兼業許可申請書 兼業許可申請書（平成３０年度） 群馬学習センター事務長 2019/4/1 3年（兼業終了後） 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2019 群馬学習センター 職員 兼業許可申請書 兼業許可申請書（２０１９年度） 群馬学習センター事務長 2020/4/1 3年（兼業終了後） 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2017 群馬学習センター 職員 勤務割振関係 週休日及び休日の個人別振替簿（平成２９年度） 群馬学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2018 群馬学習センター 職員 勤務割振関係 週休日及び休日の個人別振替簿（平成３０年度） 群馬学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2019 群馬学習センター 職員 勤務割振関係 週休日及び休日の個人別振替簿（２０１９年度） 群馬学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2017 群馬学習センター 職員 勤務割振関係 週休日及び勤務時間割振表（平成２９年度） 群馬学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2018 群馬学習センター 職員 勤務割振関係 週休日及び勤務時間割振表（平成３０年度） 群馬学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2019 群馬学習センター 職員 勤務割振関係 週休日及び勤務時間割振表（２０１９年度） 群馬学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2012 群馬学習センター 職員 職員の異動・手当関係 住居手当（平成２４年度） 群馬学習センター事務長 2013/4/1 3年（支給喪失から） 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2013 群馬学習センター 職員 職員の異動・手当関係 住居手当（平成２５年度） 群馬学習センター事務長 2014/4/1 3年（支給喪失から） 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2014 群馬学習センター 職員 職員の異動・手当関係 住居手当（平成２６年度） 群馬学習センター事務長 2015/4/1 3年（支給喪失から） 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2015 群馬学習センター 職員 職員の異動・手当関係 住居手当（平成２７年度） 群馬学習センター事務長 2016/4/1 3年（支給喪失から） 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2016 群馬学習センター 職員 職員の異動・手当関係 住居手当（平成２８年度） 群馬学習センター事務長 2017/4/1 3年（支給喪失から） 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2017 群馬学習センター 職員 職員の異動・手当関係 住居手当（平成２９年度） 群馬学習センター事務長 2018/4/1 3年（支給喪失から） 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2018 群馬学習センター 職員 職員の異動・手当関係 住居手当（平成３０年度） 群馬学習センター事務長 2019/4/1 3年（支給喪失から） 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2019 群馬学習センター 職員 職員の異動・手当関係 住居手当（２０１９年度） 群馬学習センター事務長 2020/4/1 3年（支給喪失から） 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2012 群馬学習センター 職員 職員の異動・手当関係 通勤手当（平成２４年度） 群馬学習センター事務長 2013/4/1 3年（支給喪失から） 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2013 群馬学習センター 職員 職員の異動・手当関係 通勤手当（平成２５年度） 群馬学習センター事務長 2014/4/1 3年（支給喪失から） 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2014 群馬学習センター 職員 職員の異動・手当関係 通勤手当（平成２６年度） 群馬学習センター事務長 2015/4/1 3年（支給喪失から） 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2015 群馬学習センター 職員 職員の異動・手当関係 通勤手当（平成２７年度） 群馬学習センター事務長 2016/4/1 3年（支給喪失から） 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2016 群馬学習センター 職員 職員の異動・手当関係 通勤手当（平成２８年度） 群馬学習センター事務長 2017/4/1 3年（支給喪失から） 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2017 群馬学習センター 職員 職員の異動・手当関係 通勤手当（平成２９年度） 群馬学習センター事務長 2018/4/1 3年（支給喪失から） 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2018 群馬学習センター 職員 職員の異動・手当関係 通勤手当（平成３０年度） 群馬学習センター事務長 2019/4/1 3年（支給喪失から） 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2019 群馬学習センター 職員 職員の異動・手当関係 通勤手当（２０１９年度） 群馬学習センター事務長 2020/4/1 3年（支給喪失から） 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2012 群馬学習センター 職員 職員の異動・手当関係 扶養手当（平成２４年度） 群馬学習センター事務長 2013/4/1 3年（支給喪失から） 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
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措置結果
2013 群馬学習センター 職員 職員の異動・手当関係 扶養手当（平成２５年度） 群馬学習センター事務長 2014/4/1 3年（支給喪失から） 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2014 群馬学習センター 職員 職員の異動・手当関係 扶養手当（平成２６年度） 群馬学習センター事務長 2015/4/1 3年（支給喪失から） 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2015 群馬学習センター 職員 職員の異動・手当関係 扶養手当（平成２７年度） 群馬学習センター事務長 2016/4/1 3年（支給喪失から） 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2016 群馬学習センター 職員 職員の異動・手当関係 扶養手当（平成２８年度） 群馬学習センター事務長 2017/4/1 3年（支給喪失から） 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2017 群馬学習センター 職員 職員の異動・手当関係 扶養手当（平成２９年度） 群馬学習センター事務長 2018/4/1 3年（支給喪失から） 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2018 群馬学習センター 職員 職員の異動・手当関係 扶養手当（平成３０年度） 群馬学習センター事務長 2019/4/1 3年（支給喪失から） 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2019 群馬学習センター 職員 職員の異動・手当関係 扶養手当（２０１９年度） 群馬学習センター事務長 2020/4/1 3年（支給喪失から） 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2017 群馬学習センター 職員 出勤簿 出勤簿（平成２９年） 群馬学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2018 群馬学習センター 職員 出勤簿 出勤簿（平成３０年） 群馬学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2019 群馬学習センター 職員 出勤簿 出勤簿（２０１９年） 群馬学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2015 群馬学習センター 面接授業 面接授業関係 面接授業（平成２７年度） 群馬学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2016 群馬学習センター 面接授業 面接授業関係 面接授業（平成２８年度） 群馬学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2017 群馬学習センター 面接授業 面接授業関係 面接授業（平成２９年度） 群馬学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2018 群馬学習センター 面接授業 面接授業関係 面接授業（平成３０年度） 群馬学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2019 群馬学習センター 面接授業 面接授業関係 面接授業（２０１９年度） 群馬学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2011 群馬学習センター 学生関係 学生教育研究災害傷害保険関係 学生教育研究災害傷害保険受付簿（平成２３年度） 群馬学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2012 群馬学習センター 学生関係 学生教育研究災害傷害保険関係 学生教育研究災害傷害保険受付簿（平成２４年度） 群馬学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2013 群馬学習センター 学生関係 学生教育研究災害傷害保険関係 学生教育研究災害傷害保険受付簿（平成２５年度） 群馬学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2014 群馬学習センター 学生関係 学生教育研究災害傷害保険関係 学生教育研究災害傷害保険受付簿（平成２６年度） 群馬学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2015 群馬学習センター 学生関係 学生教育研究災害傷害保険関係 学生教育研究災害傷害保険受付簿（平成２７年度） 群馬学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2016 群馬学習センター 学生関係 学生教育研究災害傷害保険関係 学生教育研究災害傷害保険受付簿（平成２８年度） 群馬学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2017 群馬学習センター 学生関係 学生教育研究災害傷害保険関係 学生教育研究災害傷害保険受付簿（平成２９年度） 群馬学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2018 群馬学習センター 学生関係 学生教育研究災害傷害保険関係 学生教育研究災害傷害保険受付簿（平成３０年度） 群馬学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2019 群馬学習センター 学生関係 学生教育研究災害傷害保険関係 学生教育研究災害傷害保険受付簿（２０１９年度） 群馬学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2010 群馬学習センター 学生関係 学生災害保険 学生教育研究災害傷害保険加入申込書（平成２２年度） 群馬学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2011 群馬学習センター 学生関係 学生災害保険 学生教育研究災害傷害保険加入申込書（平成２３年度） 群馬学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2012 群馬学習センター 学生関係 学生災害保険 学生教育研究災害傷害保険加入申込書（平成２４年度） 群馬学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2013 群馬学習センター 学生関係 学生災害保険 学生教育研究災害傷害保険加入申込書（平成２５年度） 群馬学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2014 群馬学習センター 学生関係 学生災害保険 学生教育研究災害傷害保険加入申込書（平成２６年度） 群馬学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2015 群馬学習センター 学生関係 学生災害保険 学生教育研究災害傷害保険加入申込書（平成２７年度） 群馬学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2016 群馬学習センター 学生関係 学生災害保険 学生教育研究災害傷害保険加入申込書（平成２８年度） 群馬学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2017 群馬学習センター 学生関係 学生災害保険 学生教育研究災害傷害保険加入申込書（平成２９年度） 群馬学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2018 群馬学習センター 学生関係 学生災害保険 学生教育研究災害傷害保険加入申込書（平成３０年度） 群馬学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2019 群馬学習センター 学生関係 学生災害保険 学生教育研究災害傷害保険加入申込書（２０１９年度） 群馬学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2015 群馬学習センター 学生関係 学生団体関係綴 学生研修旅行（平成２７年度） 群馬学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2016 群馬学習センター 学生関係 学生団体関係綴 学生研修旅行（平成２８年度） 群馬学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2017 群馬学習センター 学生関係 学生団体関係綴 学生研修旅行（平成２９年度） 群馬学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2018 群馬学習センター 学生関係 学生団体関係綴 学生研修旅行（平成３０年度） 群馬学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2019 群馬学習センター 学生関係 学生団体関係綴 学生研修旅行（２０１９年度） 群馬学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2015 群馬学習センター 学生関係 学生団体関係綴 学生団体手続き（平成２７年度） 群馬学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2016 群馬学習センター 学生関係 学生団体関係綴 学生団体手続き（平成２８年度） 群馬学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2017 群馬学習センター 学生関係 学生団体関係綴 学生団体手続き（平成２９年度） 群馬学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2018 群馬学習センター 学生関係 学生団体関係綴 学生団体手続き（平成３０年度） 群馬学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2019 群馬学習センター 学生関係 学生団体関係綴 学生団体手続き（２０１９年度） 群馬学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2015 群馬学習センター 学生関係 学生異動関係綴 住所等変更届（平成２７年度） 群馬学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2016 群馬学習センター 学生関係 学生異動関係綴 住所等変更届（平成２８年度） 群馬学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2017 群馬学習センター 学生関係 学生異動関係綴 住所等変更届（平成２９年度） 群馬学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2018 群馬学習センター 学生関係 学生異動関係綴 住所等変更届（平成３０年度） 群馬学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2019 群馬学習センター 学生関係 学生異動関係綴 住所等変更届（２０１９年度） 群馬学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2017 群馬学習センター 学生関係 願出・届出関係綴 文書等掲示願（平成２９年度） 群馬学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2018 群馬学習センター 学生関係 願出・届出関係綴 文書等掲示願（平成３０年度） 群馬学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2019 群馬学習センター 学生関係 願出・届出関係綴 文書等掲示願（２０１９年度） 群馬学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2015 群馬学習センター 学生関係 奨学生関係綴 日本育英会等奨学生関係（平成２７年度） 群馬学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2016 群馬学習センター 学生関係 奨学生関係綴 日本育英会等奨学生関係（平成２８年度） 群馬学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2017 群馬学習センター 学生関係 奨学生関係綴 日本育英会等奨学生関係（平成２９年度） 群馬学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2018 群馬学習センター 学生関係 奨学生関係綴 日本育英会等奨学生関係（平成３０年度） 群馬学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2019 群馬学習センター 学生関係 奨学生関係綴 日本育英会等奨学生関係（２０１９年度） 群馬学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2017 群馬学習センター 証明書 証明書発行領収書 証明書発行領収書（平成２９年度） 群馬学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2018 群馬学習センター 証明書 証明書発行領収書 証明書発行領収書（平成３０年度） 群馬学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2019 群馬学習センター 証明書 証明書発行領収書 証明書発行領収書（２０１９年度） 群馬学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2017 群馬学習センター 証明書 証明書発行台帳（教養学部） 証明書発行台帳（教養学部）（平成２９年度） 群馬学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2018 群馬学習センター 証明書 証明書発行台帳（教養学部） 証明書発行台帳（教養学部）（平成３０年度） 群馬学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2019 群馬学習センター 証明書 証明書発行台帳（教養学部） 証明書発行台帳（教養学部）（２０１９年度） 群馬学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2017 群馬学習センター 証明書 証明書発行台帳・傷害保険等（大学院） 証明書発行台帳・傷害保険等（大学院）（平成２９年度） 群馬学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2018 群馬学習センター 証明書 証明書発行台帳・傷害保険等（大学院） 証明書発行台帳・傷害保険等（大学院）（平成３０年度） 群馬学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2019 群馬学習センター 証明書 証明書発行台帳・傷害保険等（大学院） 証明書発行台帳・傷害保険等（大学院）（２０１９年度） 群馬学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2017 群馬学習センター 証明書 諸証明書等関係綴 諸証明書交付願（２９年度） 群馬学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2018 群馬学習センター 証明書 諸証明書等関係綴 諸証明書交付願（３０年度） 群馬学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2019 群馬学習センター 証明書 諸証明書等関係綴 諸証明書交付願（２０１９年度） 群馬学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
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2015 群馬学習センター 入試 大学院入学試験関係 大学院入学試験（平成２７年度） 群馬学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2016 群馬学習センター 入試 大学院入学試験関係 大学院入学試験（平成２８年度） 群馬学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2017 群馬学習センター 入試 大学院入学試験関係 大学院入学試験（平成２９年度） 群馬学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2018 群馬学習センター 入試 大学院入学試験関係 大学院入学試験（平成３０年度） 群馬学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2019 群馬学習センター 入試 大学院入学試験関係 大学院入学試験（２０１９年度） 群馬学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2015 群馬学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験関係 単位認定試験（平成２７年度１学期） 群馬学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2015 群馬学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験関係 単位認定試験（平成２７年度２学期） 群馬学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2016 群馬学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験関係 単位認定試験（平成２８年度１学期） 群馬学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2016 群馬学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験関係 単位認定試験（平成２８年度２学期） 群馬学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2017 群馬学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験関係 単位認定試験（平成２９年度１学期） 群馬学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2017 群馬学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験関係 単位認定試験（平成２９年度２学期） 群馬学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2018 群馬学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験関係 単位認定試験（平成３０年度１学期） 群馬学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2018 群馬学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験関係 単位認定試験（平成３０年度２学期） 群馬学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2019 群馬学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験関係 単位認定試験（２０１９年度１学期） 群馬学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2019 群馬学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験関係 単位認定試験（２０１９年度２学期） 群馬学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2017 群馬学習センター 図書・視聴 文献複写申込書・領収書 文献複写申込書（平成２９年度） 群馬学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2018 群馬学習センター 図書・視聴 文献複写申込書・領収書 文献複写申込書（平成３０年度） 群馬学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2019 群馬学習センター 図書・視聴 文献複写申込書・領収書 文献複写申込書（２０１９年度） 群馬学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2010 群馬学習センター 会計 月例報告関係 月例報告関係綴（平成２２年度） 群馬学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2011 群馬学習センター 会計 月例報告関係 月例報告関係綴（平成２３年度） 群馬学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2012 群馬学習センター 会計 月例報告関係 月例報告関係綴（平成２４年度） 群馬学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2013 群馬学習センター 会計 月例報告関係 月例報告関係綴（平成２５年度） 群馬学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2014 群馬学習センター 会計 月例報告関係 月例報告関係綴（平成２６年度） 群馬学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2015 群馬学習センター 会計 月例報告関係 月例報告関係綴（平成２７年度） 群馬学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2016 群馬学習センター 会計 月例報告関係 月例報告関係綴（平成２８年度） 群馬学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2017 群馬学習センター 会計 月例報告関係 月例報告関係綴（平成２９年度） 群馬学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2018 群馬学習センター 会計 月例報告関係 月例報告関係綴（平成３０年度） 群馬学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2019 群馬学習センター 会計 月例報告関係 月例報告関係綴（２０１９年度） 群馬学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2010 群馬学習センター 会計 月例報告関係 郵便切手等受払簿（平成２２年度） 群馬学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2011 群馬学習センター 会計 月例報告関係 郵便切手等受払簿（平成２３年度） 群馬学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2012 群馬学習センター 会計 月例報告関係 郵便切手等受払簿（平成２４年度） 群馬学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2013 群馬学習センター 会計 月例報告関係 郵便切手等受払簿（平成２５年度） 群馬学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2014 群馬学習センター 会計 月例報告関係 郵便切手等受払簿（平成２６年度） 群馬学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2015 群馬学習センター 会計 月例報告関係 郵便切手等受払簿（平成２７年度） 群馬学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2016 群馬学習センター 会計 月例報告関係 郵便切手等受払簿（平成２８年度） 群馬学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2017 群馬学習センター 会計 月例報告関係 郵便切手等受払簿（平成２９年度） 群馬学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2018 群馬学習センター 会計 月例報告関係 郵便切手等受払簿（平成３０年度） 群馬学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2019 群馬学習センター 会計 月例報告関係 郵便切手等受払簿（２０１９年度） 群馬学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2010 群馬学習センター 会計 学習センター庁費以外 支払関係書類　学園本部予算（平成２２年度） 群馬学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2011 群馬学習センター 会計 学習センター庁費以外 支払関係書類　学園本部予算（平成２３年度） 群馬学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2012 群馬学習センター 会計 学習センター庁費以外 支払関係書類　学園本部予算（平成２４年度） 群馬学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2013 群馬学習センター 会計 学習センター庁費以外 支払関係書類　学園本部予算（平成２５年度） 群馬学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2014 群馬学習センター 会計 学習センター庁費以外 支払関係書類　学園本部予算（平成２６年度） 群馬学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2015 群馬学習センター 会計 学習センター庁費以外 支払関係書類　学園本部予算（平成２７年度） 群馬学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2016 群馬学習センター 会計 学習センター庁費以外 支払関係書類　学園本部予算（平成２８年度） 群馬学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2017 群馬学習センター 会計 学習センター庁費以外 支払関係書類　学園本部予算（平成２９年度） 群馬学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2018 群馬学習センター 会計 学習センター庁費以外 支払関係書類　学園本部予算（平成３０年度） 群馬学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2019 群馬学習センター 会計 学習センター庁費以外 支払関係書類　学園本部予算（２０１９年度） 群馬学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2010 群馬学習センター 会計 学習センター庁費 支払関係書類　学習センター予算（平成２２年度） 群馬学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2011 群馬学習センター 会計 学習センター庁費 支払関係書類　学習センター予算（平成２３年度） 群馬学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2012 群馬学習センター 会計 学習センター庁費 支払関係書類　学習センター予算（平成２４年度） 群馬学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2013 群馬学習センター 会計 学習センター庁費 支払関係書類　学習センター予算（平成２５年度） 群馬学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2014 群馬学習センター 会計 学習センター庁費 支払関係書類　学習センター予算（平成２６年度） 群馬学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2015 群馬学習センター 会計 学習センター庁費 支払関係書類　学習センター予算（平成２７年度） 群馬学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2016 群馬学習センター 会計 学習センター庁費 支払関係書類　学習センター予算（平成２８年度） 群馬学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2017 群馬学習センター 会計 学習センター庁費 支払関係書類　学習センター予算（平成２９年度） 群馬学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2018 群馬学習センター 会計 学習センター庁費 支払関係書類　学習センター予算（平成３０年度） 群馬学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2019 群馬学習センター 会計 学習センター庁費 支払関係書類　学習センター予算（２０１９年度） 群馬学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2010 群馬学習センター 会計 新聞・時刻表 支払関係書類　新聞（平成２２年度） 群馬学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2011 群馬学習センター 会計 新聞・時刻表 支払関係書類　新聞（平成２３年度） 群馬学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2012 群馬学習センター 会計 新聞・時刻表 支払関係書類　新聞（平成２４年度） 群馬学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2013 群馬学習センター 会計 新聞・時刻表 支払関係書類　新聞（平成２５年度） 群馬学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2014 群馬学習センター 会計 新聞・時刻表 支払関係書類　新聞（平成２６年度） 群馬学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2015 群馬学習センター 会計 新聞・時刻表 支払関係書類　新聞（平成２７年度） 群馬学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2016 群馬学習センター 会計 新聞・時刻表 支払関係書類　新聞（平成２８年度） 群馬学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2017 群馬学習センター 会計 新聞・時刻表 支払関係書類　新聞（平成２９年度） 群馬学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2018 群馬学習センター 会計 新聞・時刻表 支払関係書類　新聞（平成３０年度） 群馬学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2019 群馬学習センター 会計 新聞・時刻表 支払関係書類　新聞（２０１９年度） 群馬学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2015 群馬学習センター 会計 清掃・警備関係綴 清掃・警備関係及び請書綴（平成２７年度） 群馬学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
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措置結果
2016 群馬学習センター 会計 清掃・警備関係綴 清掃・警備関係及び請書綴（平成２８年度） 群馬学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2017 群馬学習センター 会計 清掃・警備関係綴 清掃・警備関係及び請書綴（平成２９年度） 群馬学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2018 群馬学習センター 会計 清掃・警備関係綴 清掃・警備関係及び請書綴（平成３０年度） 群馬学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2019 群馬学習センター 会計 清掃・警備関係綴 清掃・警備関係及び請書綴（２０１９年度） 群馬学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2010 群馬学習センター 会計 本部予算（面接授業・単位認定試験） 本部予算（面接授業・単位認定試験（平成２２年度） 群馬学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2011 群馬学習センター 会計 本部予算（面接授業・単位認定試験） 本部予算（面接授業・単位認定試験（平成２３年度） 群馬学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2012 群馬学習センター 会計 本部予算（面接授業・単位認定試験） 本部予算（面接授業・単位認定試験（平成２４年度） 群馬学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2013 群馬学習センター 会計 本部予算（面接授業・単位認定試験） 本部予算（面接授業・単位認定試験（平成２５年度） 群馬学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2014 群馬学習センター 会計 本部予算（面接授業・単位認定試験） 本部予算（面接授業・単位認定試験（平成２６年度） 群馬学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2015 群馬学習センター 会計 本部予算（面接授業・単位認定試験） 本部予算（面接授業・単位認定試験（平成２７年度） 群馬学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2016 群馬学習センター 会計 本部予算（面接授業・単位認定試験） 本部予算（面接授業・単位認定試験（平成２８年度） 群馬学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2017 群馬学習センター 会計 本部予算（面接授業・単位認定試験） 本部予算（面接授業・単位認定試験（平成２９年度） 群馬学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2018 群馬学習センター 会計 本部予算（面接授業・単位認定試験） 本部予算（面接授業・単位認定試験（平成３０年度） 群馬学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2019 群馬学習センター 会計 本部予算（面接授業・単位認定試験） 本部予算（面接授業・単位認定試験（２０１９年度） 群馬学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2010 群馬学習センター 会計 前渡資金支払伝票 前渡資金支払伝票（平成２２年度） 群馬学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2011 群馬学習センター 会計 前渡資金支払伝票 前渡資金支払伝票（平成２３年度） 群馬学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2010 群馬学習センター 会計 予算差引簿 予算差引簿（平成２２年度） 群馬学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2011 群馬学習センター 会計 予算差引簿 予算差引簿（平成２３年度） 群馬学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2017 群馬学習センター 会計 Ｏｐｅｎ　Ｆｏｒｕｍ有償配布・手引き　管理簿 Ｏｐｅｎ　Ｆｏｒｕｍ有償配布管理簿（平成２９年度） 群馬学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2018 群馬学習センター 会計 Ｏｐｅｎ　Ｆｏｒｕｍ有償配布・手引き　管理簿 Ｏｐｅｎ　Ｆｏｒｕｍ有償配布管理簿（平成３０年度） 群馬学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2019 群馬学習センター 会計 Ｏｐｅｎ　Ｆｏｒｕｍ有償配布・手引き　管理簿 Ｏｐｅｎ　Ｆｏｒｕｍ有償配布管理簿（２０１９年度） 群馬学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2010 群馬学習センター 会計 出納簿 現金収入出納簿（平成２２年度） 群馬学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2011 群馬学習センター 会計 出納簿 現金収入出納簿（平成２３年度） 群馬学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2012 群馬学習センター 会計 出納簿 現金収入出納簿（平成２４年度） 群馬学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2013 群馬学習センター 会計 出納簿 現金収入出納簿（平成２５年度） 群馬学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2014 群馬学習センター 会計 出納簿 現金収入出納簿（平成２６年度） 群馬学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2015 群馬学習センター 会計 出納簿 現金収入出納簿（平成２７年度） 群馬学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2016 群馬学習センター 会計 出納簿 現金収入出納簿（平成２８年度） 群馬学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2017 群馬学習センター 会計 出納簿 現金収入出納簿（平成２９年度） 群馬学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2018 群馬学習センター 会計 出納簿 現金収入出納簿（平成３０年度） 群馬学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2019 群馬学習センター 会計 出納簿 現金収入出納簿（２０１９年度） 群馬学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2010 群馬学習センター 会計 出納簿 前渡資金出納簿（平成２２年度） 群馬学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2011 群馬学習センター 会計 出納簿 前渡資金出納簿（平成２３年度） 群馬学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2012 群馬学習センター 会計 出納簿 前渡資金出納簿（平成２４年度） 群馬学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2013 群馬学習センター 会計 出納簿 前渡資金出納簿（平成２５年度） 群馬学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2014 群馬学習センター 会計 出納簿 前渡資金出納簿（平成２６年度） 群馬学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2015 群馬学習センター 会計 出納簿 前渡資金出納簿（平成２７年度） 群馬学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2016 群馬学習センター 会計 出納簿 前渡資金出納簿（平成２８年度） 群馬学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2017 群馬学習センター 会計 出納簿 前渡資金出納簿（平成２９年度） 群馬学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2018 群馬学習センター 会計 出納簿 前渡資金出納簿（平成３０年度） 群馬学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2019 群馬学習センター 会計 出納簿 前渡資金出納簿（２０１９年度） 群馬学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2015 群馬学習センター 会計 出納員関係　オープンフォーラム報告書等 出納員関係（オープンフォーラム報告書）綴（平成２７年度） 群馬学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2016 群馬学習センター 会計 出納員関係　オープンフォーラム報告書等 出納員関係（オープンフォーラム報告書）綴（平成２８年度） 群馬学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2017 群馬学習センター 会計 出納員関係　オープンフォーラム報告書等 出納員関係（オープンフォーラム報告書）綴（平成２９年度） 群馬学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2018 群馬学習センター 会計 出納員関係　オープンフォーラム報告書等 出納員関係（オープンフォーラム報告書）綴（平成３０年度） 群馬学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2019 群馬学習センター 会計 出納員関係　オープンフォーラム報告書等 出納員関係（オープンフォーラム報告書）綴（２０１９年度） 群馬学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2010 群馬学習センター 会計 面接授業等科目登録入金控 面接授業等科目登録入金控・共修生申込綴（平成２２年度） 群馬学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2011 群馬学習センター 会計 面接授業等科目登録入金控 面接授業等科目登録入金控・共修生申込綴（平成２３年度） 群馬学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2012 群馬学習センター 会計 面接授業等科目登録入金控 面接授業等科目登録入金控・共修生申込綴（平成２４年度） 群馬学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2013 群馬学習センター 会計 面接授業等科目登録入金控 面接授業等科目登録入金控・共修生申込綴（平成２５年度） 群馬学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2014 群馬学習センター 会計 面接授業等科目登録入金控 面接授業等科目登録入金控・共修生申込綴（平成２６年度） 群馬学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2015 群馬学習センター 会計 面接授業等科目登録入金控 面接授業等科目登録入金控・共修生申込綴（平成２７年度） 群馬学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2016 群馬学習センター 会計 面接授業等科目登録入金控 面接授業等科目登録入金控・共修生申込綴（平成２８年度） 群馬学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2017 群馬学習センター 会計 面接授業等科目登録入金控 面接授業等科目登録入金控・共修生申込綴（平成２９年度） 群馬学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2018 群馬学習センター 会計 面接授業等科目登録入金控 面接授業等科目登録入金控・共修生申込綴（平成３０年度） 群馬学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2019 群馬学習センター 会計 面接授業等科目登録入金控 面接授業等科目登録入金控・共修生申込綴（２０１９年度） 群馬学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2010 群馬学習センター 会計 会計関係 会計関係（平成２２年度） 群馬学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2011 群馬学習センター 会計 会計関係 会計関係（平成２３年度） 群馬学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2012 群馬学習センター 会計 会計関係 会計関係（平成２４年度） 群馬学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2013 群馬学習センター 会計 会計関係 会計関係（平成２５年度） 群馬学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2014 群馬学習センター 会計 会計関係 会計関係（平成２６年度） 群馬学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2015 群馬学習センター 会計 会計関係 会計関係（平成２７年度） 群馬学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2016 群馬学習センター 会計 会計関係 会計関係（平成２８年度） 群馬学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2017 群馬学習センター 会計 会計関係 会計関係（平成２９年度） 群馬学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2018 群馬学習センター 会計 会計関係 会計関係（平成３０年度） 群馬学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2019 群馬学習センター 会計 会計関係 会計関係（２０１９年度） 群馬学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2016 群馬学習センター 会計 科研費 平成２８年度　三田所長科研費 群馬学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2017 群馬学習センター 施設 願出・届出関係綴 施設使用願（平成２９年度） 群馬学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
2018 群馬学習センター 施設 願出・届出関係綴 施設使用願（平成３０年度） 群馬学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
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措置結果
2019 群馬学習センター 施設 願出・届出関係綴 施設使用願（２０１９年度） 群馬学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 群馬学習センター 群馬学習センター事務長 廃棄
1985 埼玉学習センター 式典 埼玉学習センター開所式 埼玉学習センター開所式 埼玉学習センター事務長 1986/4/1 無期限 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2010 埼玉学習センター 式典 入学者の集い 入学者の集い（平成２２年度） 埼玉学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2011 埼玉学習センター 式典 入学者の集い 入学者の集い（平成２３年度） 埼玉学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2012 埼玉学習センター 式典 入学者の集い 入学者の集い（平成２４年度） 埼玉学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2013 埼玉学習センター 式典 入学者の集い 入学者の集い（平成２５年度） 埼玉学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2014 埼玉学習センター 式典 入学者の集い 入学者の集い（平成２６年度） 埼玉学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2015 埼玉学習センター 式典 入学者の集い 入学者の集い（平成２７年度） 埼玉学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2016 埼玉学習センター 式典 入学者の集い 入学者の集い（平成２８年度） 埼玉学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2017 埼玉学習センター 式典 入学者の集い 入学者の集い（平成２９年度） 埼玉学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2018 埼玉学習センター 式典 入学者の集い 入学者の集い（平成３０年度） 埼玉学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2019 埼玉学習センター 式典 入学者の集い 入学者の集い（２０１９年度） 埼玉学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2012 埼玉学習センター 式典 式典・行事関係 式典・行事関係（平成２４年度） 埼玉学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2013 埼玉学習センター 式典 式典・行事関係 式典・行事関係（平成２５年度） 埼玉学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2014 埼玉学習センター 式典 式典・行事関係 式典・行事関係（平成２６年度） 埼玉学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2015 埼玉学習センター 式典 式典・行事関係 式典・行事関係（平成２７年度） 埼玉学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2016 埼玉学習センター 式典 式典・行事関係 式典・行事関係（平成２８年度） 埼玉学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2017 埼玉学習センター 式典 式典・行事関係 式典・行事関係（平成２９年度） 埼玉学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2018 埼玉学習センター 式典 式典・行事関係 式典・行事関係（平成３０年度） 埼玉学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2019 埼玉学習センター 式典 式典・行事関係 式典・行事関係（２０１９年度） 埼玉学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2014 埼玉学習センター 管理運営 監事監査関係 監事監査関係（平成２６年度） 埼玉学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2015 埼玉学習センター 管理運営 監事監査関係 監事監査関係（平成２７年度） 埼玉学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2016 埼玉学習センター 管理運営 監事監査関係 監事監査関係（平成２８年度） 埼玉学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2017 埼玉学習センター 管理運営 監事監査関係 監事監査関係（平成２９年度） 埼玉学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2018 埼玉学習センター 管理運営 監事監査関係 監事監査関係（平成３０年度） 埼玉学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2019 埼玉学習センター 管理運営 監事監査関係 監事監査関係（２０１９年度） 埼玉学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2015 埼玉学習センター 人事 非常勤講師関係 非常勤講師関係（平成２７年度） 埼玉学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2016 埼玉学習センター 人事 非常勤講師関係 非常勤講師関係（平成２８年度） 埼玉学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2017 埼玉学習センター 人事 非常勤講師関係 非常勤講師関係（平成２９年度） 埼玉学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2018 埼玉学習センター 人事 非常勤講師関係 非常勤講師関係（平成３０年度） 埼玉学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2019 埼玉学習センター 人事 非常勤講師関係 非常勤講師関係（２０１９年度） 埼玉学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2015 埼玉学習センター 人事 身上調書 身上調書〈平成２７年度） 埼玉学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2016 埼玉学習センター 人事 身上調書 身上調書〈平成２８年度） 埼玉学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2017 埼玉学習センター 人事 身上調書 身上調書〈平成２９年度） 埼玉学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2018 埼玉学習センター 人事 身上調書 身上調書〈平成３０年度） 埼玉学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2019 埼玉学習センター 人事 身上調書 身上調書〈２０１９年度） 埼玉学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2015 埼玉学習センター 人事 常勤職員記録文書 常勤職員記録文書（平成２７年度） 埼玉学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2016 埼玉学習センター 人事 常勤職員記録文書 常勤職員記録文書（平成２８年度） 埼玉学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2017 埼玉学習センター 人事 常勤職員記録文書 常勤職員記録文書（平成２９年度） 埼玉学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2018 埼玉学習センター 人事 常勤職員記録文書 常勤職員記録文書（平成３０年度） 埼玉学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2019 埼玉学習センター 人事 常勤職員記録文書 常勤職員記録文書（２０１９年度） 埼玉学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2015 埼玉学習センター 人事 非常勤職員記録文書 非常勤職員記録文書（平成２７年度） 埼玉学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2016 埼玉学習センター 人事 非常勤職員記録文書 非常勤職員記録文書（平成２８年度） 埼玉学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2017 埼玉学習センター 人事 非常勤職員記録文書 非常勤職員記録文書（平成２９年度） 埼玉学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2018 埼玉学習センター 人事 非常勤職員記録文書 非常勤職員記録文書（平成３０年度） 埼玉学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2019 埼玉学習センター 人事 非常勤職員記録文書 非常勤職員記録文書（２０１９年度） 埼玉学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2017 埼玉学習センター 諸会議 センター管理運営会議 センター管理運営会議（平成２９年度） 埼玉学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2018 埼玉学習センター 諸会議 センター管理運営会議 センター管理運営会議（平成３０年度） 埼玉学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2019 埼玉学習センター 諸会議 センター管理運営会議 センター管理運営会議（２０１９年度） 埼玉学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2015 埼玉学習センター 広報 センターだより センターだより（平成２７年度） 埼玉学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2016 埼玉学習センター 広報 センターだより センターだより（平成２８年度） 埼玉学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2017 埼玉学習センター 広報 センターだより センターだより（平成２９年度） 埼玉学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2018 埼玉学習センター 広報 センターだより センターだより（平成３０年度） 埼玉学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2019 埼玉学習センター 広報 センターだより センターだより（２０１９年度） 埼玉学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2015 埼玉学習センター 広報 公開講演会 公開講演会（平成２７年度） 埼玉学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2016 埼玉学習センター 広報 公開講演会 公開講演会（平成２８年度） 埼玉学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2017 埼玉学習センター 広報 公開講演会 公開講演会（平成２９年度） 埼玉学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2018 埼玉学習センター 広報 公開講演会 公開講演会（平成３０年度） 埼玉学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2019 埼玉学習センター 広報 公開講演会 公開講演会（２０１９年度） 埼玉学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2015 埼玉学習センター 広報 広報関係 広報関係（平成２７年度） 埼玉学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2016 埼玉学習センター 広報 広報関係 広報関係（平成２８年度） 埼玉学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2017 埼玉学習センター 広報 広報関係 広報関係（平成２９年度） 埼玉学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2018 埼玉学習センター 広報 広報関係 広報関係（平成３０年度） 埼玉学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2019 埼玉学習センター 広報 広報関係 広報関係（２０１９年度） 埼玉学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2010 埼玉学習センター 庶務 旅行命令簿 旅行命令簿（平成２２年度） 埼玉学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2011 埼玉学習センター 庶務 旅行命令簿 旅行命令簿（平成２３年度） 埼玉学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2012 埼玉学習センター 庶務 旅行命令簿 旅行命令簿（平成２４年度） 埼玉学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2013 埼玉学習センター 庶務 旅行命令簿 旅行命令簿（平成２５年度） 埼玉学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2014 埼玉学習センター 庶務 旅行命令簿 旅行命令簿（平成２６年度） 埼玉学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
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措置結果
2015 埼玉学習センター 庶務 旅行命令簿 旅行命令簿（平成２７年度） 埼玉学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2016 埼玉学習センター 庶務 旅行命令簿 旅行命令簿（平成２８年度） 埼玉学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2017 埼玉学習センター 庶務 旅行命令簿 旅行命令簿（平成２９年度） 埼玉学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2018 埼玉学習センター 庶務 旅行命令簿 旅行命令簿（平成３０年度） 埼玉学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2019 埼玉学習センター 庶務 旅行命令簿 旅行命令簿（２０１９年度） 埼玉学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2010 埼玉学習センター 庶務 出張復命書 出張復命書（平成２２年度） 埼玉学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2011 埼玉学習センター 庶務 出張復命書 出張復命書（平成２３年度） 埼玉学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2012 埼玉学習センター 庶務 出張復命書 出張復命書（平成２４年度） 埼玉学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2013 埼玉学習センター 庶務 出張復命書 出張復命書（平成２５年度） 埼玉学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2014 埼玉学習センター 庶務 出張復命書 出張復命書（平成２６年度） 埼玉学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2015 埼玉学習センター 庶務 出張復命書 出張復命書（平成２７年度） 埼玉学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2016 埼玉学習センター 庶務 出張復命書 出張復命書（平成２８年度） 埼玉学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2017 埼玉学習センター 庶務 出張復命書 出張復命書（平成２９年度） 埼玉学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2018 埼玉学習センター 庶務 出張復命書 出張復命書（平成３０年度） 埼玉学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2019 埼玉学習センター 庶務 出張復命書 出張復命書（２０１９年度） 埼玉学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2010 埼玉学習センター 庶務 レンタカー業務使用許可申請書 レンタカー業務使用許可申請書（平成２２年度） 埼玉学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2011 埼玉学習センター 庶務 レンタカー業務使用許可申請書 レンタカー業務使用許可申請書（平成２３年度） 埼玉学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2012 埼玉学習センター 庶務 レンタカー業務使用許可申請書 レンタカー業務使用許可申請書（平成２４年度） 埼玉学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2013 埼玉学習センター 庶務 レンタカー業務使用許可申請書 レンタカー業務使用許可申請書（平成２５年度） 埼玉学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2014 埼玉学習センター 庶務 レンタカー業務使用許可申請書 レンタカー業務使用許可申請書（平成２６年度） 埼玉学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2015 埼玉学習センター 庶務 レンタカー業務使用許可申請書 レンタカー業務使用許可申請書（平成２７年度） 埼玉学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2016 埼玉学習センター 庶務 レンタカー業務使用許可申請書 レンタカー業務使用許可申請書（平成２８年度） 埼玉学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2017 埼玉学習センター 庶務 レンタカー業務使用許可申請書 レンタカー業務使用許可申請書（平成２９年度） 埼玉学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2018 埼玉学習センター 庶務 レンタカー業務使用許可申請書 レンタカー業務使用許可申請書（平成３０年度） 埼玉学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2019 埼玉学習センター 庶務 レンタカー業務使用許可申請書 レンタカー業務使用許可申請書（２０１９年度） 埼玉学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2015 埼玉学習センター 庶務 文書処理簿 文書処理簿（平成２７年度） 埼玉学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2016 埼玉学習センター 庶務 文書処理簿 文書処理簿（平成２８年度） 埼玉学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2017 埼玉学習センター 庶務 文書処理簿 文書処理簿（平成２９年度） 埼玉学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2018 埼玉学習センター 庶務 文書処理簿 文書処理簿（平成３０年度） 埼玉学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2019 埼玉学習センター 庶務 文書処理簿 文書処理簿（２０１９年度） 埼玉学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2015 埼玉学習センター 庶務 公印使用簿 公印使用簿（平成２７年度） 埼玉学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2016 埼玉学習センター 庶務 公印使用簿 公印使用簿（平成２８年度） 埼玉学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2017 埼玉学習センター 庶務 公印使用簿 公印使用簿（平成２９年度） 埼玉学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2018 埼玉学習センター 庶務 公印使用簿 公印使用簿（平成３０年度） 埼玉学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2019 埼玉学習センター 庶務 公印使用簿 公印使用簿（２０１９年度） 埼玉学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2015 埼玉学習センター 庶務 法人文書ファイル関係 法人文書ファイル関係（平成２７年度） 埼玉学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2016 埼玉学習センター 庶務 法人文書ファイル関係 法人文書ファイル関係（平成２８年度） 埼玉学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2017 埼玉学習センター 庶務 法人文書ファイル関係 法人文書ファイル関係（平成２９年度） 埼玉学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2018 埼玉学習センター 庶務 法人文書ファイル関係 法人文書ファイル関係（平成３０年度） 埼玉学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2019 埼玉学習センター 庶務 法人文書ファイル関係 法人文書ファイル関係（２０１９年度） 埼玉学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2010 埼玉学習センター 庶務 物品管理関係 物品管理関係（平成２２年度） 埼玉学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2011 埼玉学習センター 庶務 物品管理関係 物品管理関係（平成２３年度） 埼玉学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2012 埼玉学習センター 庶務 物品管理関係 物品管理関係（平成２４年度） 埼玉学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2013 埼玉学習センター 庶務 物品管理関係 物品管理関係（平成２５年度） 埼玉学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2014 埼玉学習センター 庶務 物品管理関係 物品管理関係（平成２６年度） 埼玉学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2015 埼玉学習センター 庶務 物品管理関係 物品管理関係（平成２７年度） 埼玉学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2016 埼玉学習センター 庶務 物品管理関係 物品管理関係（平成２８年度） 埼玉学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2017 埼玉学習センター 庶務 物品管理関係 物品管理関係（平成２９年度） 埼玉学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2018 埼玉学習センター 庶務 物品管理関係 物品管理関係（平成３０年度） 埼玉学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2019 埼玉学習センター 庶務 物品管理関係 物品管理関係（２０１９年度） 埼玉学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2015 埼玉学習センター 庶務 情報システム関係 情報システム関係（平成２７年度） 埼玉学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2016 埼玉学習センター 庶務 情報システム関係 情報システム関係（平成２８年度） 埼玉学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2017 埼玉学習センター 庶務 情報システム関係 情報システム関係（平成２９年度） 埼玉学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2018 埼玉学習センター 庶務 情報システム関係 情報システム関係（平成３０年度） 埼玉学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2019 埼玉学習センター 庶務 情報システム関係 情報システム関係（２０１９年度） 埼玉学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2015 埼玉学習センター 庶務 学習センター利用の手引き 学習センター利用の手引き（平成２７年度） 埼玉学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2016 埼玉学習センター 庶務 学習センター利用の手引き 学習センター利用の手引き（平成２８年度） 埼玉学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2017 埼玉学習センター 庶務 学習センター利用の手引き 学習センター利用の手引き（平成２９年度） 埼玉学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2018 埼玉学習センター 庶務 学習センター利用の手引き 学習センター利用の手引き（平成３０年度） 埼玉学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2019 埼玉学習センター 庶務 学習センター利用の手引き 学習センター利用の手引き（２０１９年度） 埼玉学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2017 埼玉学習センター 職員 振替休日処理簿 振替休日処理簿（平成２９年度） 埼玉学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2018 埼玉学習センター 職員 振替休日処理簿 振替休日処理簿（平成３０年度） 埼玉学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2019 埼玉学習センター 職員 振替休日処理簿 振替休日処理簿（２０１９年度） 埼玉学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2017 埼玉学習センター 職員 勤務状況報告書 勤務状況報告書（平成２９年度） 埼玉学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2018 埼玉学習センター 職員 勤務状況報告書 勤務状況報告書（平成３０年度） 埼玉学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2019 埼玉学習センター 職員 勤務状況報告書 勤務状況報告書（２０１９年度） 埼玉学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2017 埼玉学習センター 職員 兼業関係 兼業関係（平成２９年度） 埼玉学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2018 埼玉学習センター 職員 兼業関係 兼業関係（平成３０年度） 埼玉学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2017 埼玉学習センター 職員 週休日割振 週休日割振（平成２９年度） 埼玉学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
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2018 埼玉学習センター 職員 週休日割振 週休日割振（平成３０年度） 埼玉学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2019 埼玉学習センター 職員 週休日割振 週休日割振（２０１９年度） 埼玉学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2017 埼玉学習センター 職員 勤務時間報告関係 勤務時間報告関係（平成２９年度） 埼玉学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2018 埼玉学習センター 職員 勤務時間報告関係 勤務時間報告関係（平成３０年度） 埼玉学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2019 埼玉学習センター 職員 勤務時間報告関係 勤務時間報告関係（２０１９年度） 埼玉学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2017 埼玉学習センター 職員 年末調整 年末調整（平成２９年度） 埼玉学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2018 埼玉学習センター 職員 年末調整 年末調整（平成３０年度） 埼玉学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2019 埼玉学習センター 職員 年末調整 年末調整（２０１９年度） 埼玉学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2017 埼玉学習センター 職員 諸手当現況届 諸手当現況届（平成２９年度） 埼玉学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2018 埼玉学習センター 職員 諸手当現況届 諸手当現況届（平成３０年度） 埼玉学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2019 埼玉学習センター 職員 諸手当現況届 諸手当現況届（２０１９年度） 埼玉学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2017 埼玉学習センター 職員 定期健康診断・人間ドック関係 定期健康診断・人間ドック関係（平成２９年度） 埼玉学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2018 埼玉学習センター 職員 定期健康診断・人間ドック関係 定期健康診断・人間ドック関係（平成３０年度） 埼玉学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2019 埼玉学習センター 職員 定期健康診断・人間ドック関係 定期健康診断・人間ドック関係（２０１９年度） 埼玉学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2017 埼玉学習センター 職員 休暇簿 休暇簿（平成２９年度） 埼玉学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2018 埼玉学習センター 職員 休暇簿 休暇簿（平成３０年度） 埼玉学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2019 埼玉学習センター 職員 休暇簿 休暇簿（２０１９年度） 埼玉学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2017 埼玉学習センター 職員 出勤簿 出勤簿（平成２９年度） 埼玉学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2018 埼玉学習センター 職員 出勤簿 出勤簿（平成３０年度） 埼玉学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2019 埼玉学習センター 職員 出勤簿 出勤簿（２０１９年度） 埼玉学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2017 埼玉学習センター 職員 研修関係 研修関係（平成２９年度） 埼玉学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2018 埼玉学習センター 職員 研修関係 研修関係（平成３０年度） 埼玉学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2019 埼玉学習センター 職員 研修関係 研修関係（２０１９年度） 埼玉学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2015 埼玉学習センター 面接授業 面接授業 面接授業（平成２７年度） 埼玉学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2016 埼玉学習センター 面接授業 面接授業 面接授業（平成２８年度） 埼玉学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2017 埼玉学習センター 面接授業 面接授業 面接授業（平成２９年度） 埼玉学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2018 埼玉学習センター 面接授業 面接授業 面接授業（平成３０年度） 埼玉学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2019 埼玉学習センター 面接授業 面接授業 面接授業（２０１９年度） 埼玉学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2015 埼玉学習センター 学生関係 学生団体手続き 学生団体手続き（平成２７年度） 埼玉学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2016 埼玉学習センター 学生関係 学生団体手続き 学生団体手続き（平成２８年度） 埼玉学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2017 埼玉学習センター 学生関係 学生団体手続き 学生団体手続き（平成２９年度） 埼玉学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2018 埼玉学習センター 学生関係 学生団体手続き 学生団体手続き（平成３０年度） 埼玉学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2019 埼玉学習センター 学生関係 学生団体手続き 学生団体手続き（２０１９年度） 埼玉学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2015 埼玉学習センター 学生関係 学生研修旅行 学生研修旅行（平成２７年度） 埼玉学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2016 埼玉学習センター 学生関係 学生研修旅行 学生研修旅行（平成２８年度） 埼玉学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2017 埼玉学習センター 学生関係 学生研修旅行 学生研修旅行（平成２９年度） 埼玉学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2018 埼玉学習センター 学生関係 学生研修旅行 学生研修旅行（平成３０年度） 埼玉学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2019 埼玉学習センター 学生関係 学生研修旅行 学生研修旅行（２０１９年度） 埼玉学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2015 埼玉学習センター 学生関係 日本学生支援機構奨学生関係 日本学生支援機構奨学生関係（平成２７年度） 埼玉学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2016 埼玉学習センター 学生関係 日本学生支援機構奨学生関係 日本学生支援機構奨学生関係（平成２８年度） 埼玉学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2017 埼玉学習センター 学生関係 日本学生支援機構奨学生関係 日本学生支援機構奨学生関係（平成２９年度） 埼玉学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2018 埼玉学習センター 学生関係 日本学生支援機構奨学生関係 日本学生支援機構奨学生関係（平成３０年度） 埼玉学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2019 埼玉学習センター 学生関係 日本学生支援機構奨学生関係 日本学生支援機構奨学生関係（２０１９年度） 埼玉学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2015 埼玉学習センター 学生関係 その他奨学生関係 その他奨学生関係（平成２７年度） 埼玉学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2016 埼玉学習センター 学生関係 その他奨学生関係 その他奨学生関係（平成２８年度） 埼玉学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2017 埼玉学習センター 学生関係 その他奨学生関係 その他奨学生関係（平成２９年度） 埼玉学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2018 埼玉学習センター 学生関係 その他奨学生関係 その他奨学生関係（平成３０年度） 埼玉学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2019 埼玉学習センター 学生関係 その他奨学生関係 その他奨学生関係（２０１９年度） 埼玉学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2017 埼玉学習センター 証明書 各種証明書・交付願 各種証明書・交付願（平成２９年度） 埼玉学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2018 埼玉学習センター 証明書 各種証明書・交付願 各種証明書・交付願（平成３０年度） 埼玉学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2019 埼玉学習センター 証明書 各種証明書・交付願 各種証明書・交付願（２０１９年度） 埼玉学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2017 埼玉学習センター 証明書 学生旅客運賃割引証等発行願 学生旅客運賃割引証等発行願（平成２９年度） 埼玉学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2018 埼玉学習センター 証明書 学生旅客運賃割引証等発行願 学生旅客運賃割引証等発行願（平成３０年度） 埼玉学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2019 埼玉学習センター 証明書 学生旅客運賃割引証等発行願 学生旅客運賃割引証等発行願（２０１９年度） 埼玉学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2017 埼玉学習センター 証明書 教免取得証明書・交付願 教免取得証明書・交付願（平成２９年度） 埼玉学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2018 埼玉学習センター 証明書 教免取得証明書・交付願 教免取得証明書・交付願（平成３０年度） 埼玉学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2019 埼玉学習センター 証明書 教免取得証明書・交付願 教免取得証明書・交付願（２０１９年度） 埼玉学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2015 埼玉学習センター 入試 大学院入学試験 大学院入学試験（平成２７年度） 埼玉学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2016 埼玉学習センター 入試 大学院入学試験 大学院入学試験（平成２８年度） 埼玉学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2017 埼玉学習センター 入試 大学院入学試験 大学院入学試験（平成２９年度） 埼玉学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2018 埼玉学習センター 入試 大学院入学試験 大学院入学試験（平成３０年度） 埼玉学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2019 埼玉学習センター 入試 大学院入学試験 大学院入学試験（２０１９年度） 埼玉学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2015 埼玉学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験 単位認定試験（平成２７年度１・２学期） 埼玉学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2016 埼玉学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験 単位認定試験（平成２８年度１・２学期） 埼玉学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2017 埼玉学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験 単位認定試験（平成２９年度１・２学期） 埼玉学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2018 埼玉学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験 単位認定試験（平成３０年度１・２学期） 埼玉学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2019 埼玉学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験 単位認定試験（２０１９年度１・２学期） 埼玉学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2010 埼玉学習センター 会計 予算管理・要求関係 予算管理・要求関係（平成２２年度） 埼玉学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2011 埼玉学習センター 会計 予算管理・要求関係 予算管理・要求関係（平成２３年度） 埼玉学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
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2012 埼玉学習センター 会計 予算管理・要求関係 予算管理・要求関係（平成２４年度） 埼玉学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2013 埼玉学習センター 会計 予算管理・要求関係 予算管理・要求関係（平成２５年度） 埼玉学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2014 埼玉学習センター 会計 予算管理・要求関係 予算管理・要求関係（平成２６年度） 埼玉学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2015 埼玉学習センター 会計 予算管理・要求関係 予算管理・要求関係（平成２７年度） 埼玉学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2016 埼玉学習センター 会計 予算管理・要求関係 予算管理・要求関係（平成２８年度） 埼玉学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2017 埼玉学習センター 会計 予算管理・要求関係 予算管理・要求関係（平成２９年度） 埼玉学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2018 埼玉学習センター 会計 予算管理・要求関係 予算管理・要求関係（平成３０年度） 埼玉学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2019 埼玉学習センター 会計 予算管理・要求関係 予算管理・要求関係（２０１９年度） 埼玉学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2010 埼玉学習センター 会計 出納員現金出納簿 出納員現金出納簿（平成２２年度） 埼玉学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2011 埼玉学習センター 会計 出納員現金出納簿 出納員現金出納簿（平成２３年度） 埼玉学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2012 埼玉学習センター 会計 出納員現金出納簿 出納員現金出納簿（平成２４年度） 埼玉学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2013 埼玉学習センター 会計 出納員現金出納簿 出納員現金出納簿（平成２５年度） 埼玉学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2014 埼玉学習センター 会計 出納員現金出納簿 出納員現金出納簿（平成２６年度） 埼玉学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2015 埼玉学習センター 会計 出納員現金出納簿 出納員現金出納簿（平成２７年度） 埼玉学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2016 埼玉学習センター 会計 出納員現金出納簿 出納員現金出納簿（平成２８年度） 埼玉学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2017 埼玉学習センター 会計 出納員現金出納簿 出納員現金出納簿（平成２９年度） 埼玉学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2018 埼玉学習センター 会計 出納員現金出納簿 出納員現金出納簿（平成３０年度） 埼玉学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2019 埼玉学習センター 会計 出納員現金出納簿 出納員現金出納簿（２０１９年度） 埼玉学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2010 埼玉学習センター 会計 証明書領収書 証明書領収書（平成２２年度） 埼玉学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2011 埼玉学習センター 会計 証明書領収書 証明書領収書（平成２３年度） 埼玉学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2012 埼玉学習センター 会計 証明書領収書 証明書領収書（平成２４年度） 埼玉学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2013 埼玉学習センター 会計 証明書領収書 証明書領収書（平成２５年度） 埼玉学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2014 埼玉学習センター 会計 証明書領収書 証明書領収書（平成２６年度） 埼玉学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2015 埼玉学習センター 会計 証明書領収書 証明書領収書（平成２７年度） 埼玉学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2016 埼玉学習センター 会計 証明書領収書 証明書領収書（平成２８年度） 埼玉学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2017 埼玉学習センター 会計 証明書領収書 証明書領収書（平成２９年度） 埼玉学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2018 埼玉学習センター 会計 証明書領収書 証明書領収書（平成３０年度） 埼玉学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2019 埼玉学習センター 会計 証明書領収書 証明書領収書（２０１９年度） 埼玉学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2015 埼玉学習センター 会計 振興会報告綴 振興会報告綴（平成２７年度） 埼玉学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2016 埼玉学習センター 会計 振興会報告綴 振興会報告綴（平成２８年度） 埼玉学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2017 埼玉学習センター 会計 振興会報告綴 振興会報告綴（平成２９年度） 埼玉学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2018 埼玉学習センター 会計 振興会報告綴 振興会報告綴（平成３０年度） 埼玉学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2019 埼玉学習センター 会計 振興会報告綴 振興会報告綴（２０１９年度） 埼玉学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2010 埼玉学習センター 会計 学生証再発行手数料 学生証再発行手数料（平成２２年度） 埼玉学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2011 埼玉学習センター 会計 学生証再発行手数料 学生証再発行手数料（平成２３年度） 埼玉学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2012 埼玉学習センター 会計 学生証再発行手数料 学生証再発行手数料（平成２４年度） 埼玉学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2013 埼玉学習センター 会計 学生証再発行手数料 学生証再発行手数料（平成２５年度） 埼玉学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2014 埼玉学習センター 会計 学生証再発行手数料 学生証再発行手数料（平成２６年度） 埼玉学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2015 埼玉学習センター 会計 学生証再発行手数料 学生証再発行手数料（平成２７年度） 埼玉学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2016 埼玉学習センター 会計 学生証再発行手数料 学生証再発行手数料（平成２８年度） 埼玉学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2017 埼玉学習センター 会計 学生証再発行手数料 学生証再発行手数料（平成２９年度） 埼玉学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2018 埼玉学習センター 会計 学生証再発行手数料 学生証再発行手数料（平成３０年度） 埼玉学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2019 埼玉学習センター 会計 学生証再発行手数料 学生証再発行手数料（２０１９年度） 埼玉学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2010 埼玉学習センター 会計 面接授業追加登録 面接授業追加登録（平成２２年度） 埼玉学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2011 埼玉学習センター 会計 面接授業追加登録 面接授業追加登録（平成２３年度） 埼玉学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2012 埼玉学習センター 会計 面接授業追加登録 面接授業追加登録（平成２４年度） 埼玉学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2013 埼玉学習センター 会計 面接授業追加登録 面接授業追加登録（平成２５年度） 埼玉学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2014 埼玉学習センター 会計 面接授業追加登録 面接授業追加登録（平成２６年度） 埼玉学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2015 埼玉学習センター 会計 面接授業追加登録 面接授業追加登録（平成２７年度） 埼玉学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2016 埼玉学習センター 会計 面接授業追加登録 面接授業追加登録（平成２８年度） 埼玉学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2017 埼玉学習センター 会計 面接授業追加登録 面接授業追加登録（平成２９年度） 埼玉学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2018 埼玉学習センター 会計 面接授業追加登録 面接授業追加登録（平成３０年度） 埼玉学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2019 埼玉学習センター 会計 面接授業追加登録 面接授業追加登録（２０１９年度） 埼玉学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2010 埼玉学習センター 会計 学生教育研究災害傷害保険 学生教育研究災害傷害保険（平成２２年度） 埼玉学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2011 埼玉学習センター 会計 学生教育研究災害傷害保険 学生教育研究災害傷害保険（平成２３年度） 埼玉学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2012 埼玉学習センター 会計 学生教育研究災害傷害保険 学生教育研究災害傷害保険（平成２４年度） 埼玉学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2013 埼玉学習センター 会計 学生教育研究災害傷害保険 学生教育研究災害傷害保険（平成２５年度） 埼玉学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2014 埼玉学習センター 会計 学生教育研究災害傷害保険 学生教育研究災害傷害保険（平成２６年度） 埼玉学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2015 埼玉学習センター 会計 学生教育研究災害傷害保険 学生教育研究災害傷害保険（平成２７年度） 埼玉学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2016 埼玉学習センター 会計 学生教育研究災害傷害保険 学生教育研究災害傷害保険（平成２８年度） 埼玉学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2017 埼玉学習センター 会計 学生教育研究災害傷害保険 学生教育研究災害傷害保険（平成２９年度） 埼玉学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2018 埼玉学習センター 会計 学生教育研究災害傷害保険 学生教育研究災害傷害保険（平成３０年度） 埼玉学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2019 埼玉学習センター 会計 学生教育研究災害傷害保険 学生教育研究災害傷害保険（２０１９年度） 埼玉学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2015 埼玉学習センター 会計 オープンフォーラム有償配付・在庫状況報告書 オープンフォーラム有償配付・在庫状況報告書（平成２７年度） 埼玉学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2016 埼玉学習センター 会計 オープンフォーラム有償配付・在庫状況報告書 オープンフォーラム有償配付・在庫状況報告書（平成２８年度） 埼玉学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2017 埼玉学習センター 会計 オープンフォーラム有償配付・在庫状況報告書 オープンフォーラム有償配付・在庫状況報告書（平成２９年度） 埼玉学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2018 埼玉学習センター 会計 オープンフォーラム有償配付・在庫状況報告書 オープンフォーラム有償配付・在庫状況報告書（平成３０年度） 埼玉学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2019 埼玉学習センター 会計 オープンフォーラム有償配付・在庫状況報告書 オープンフォーラム有償配付・在庫状況報告書（２０１９年度） 埼玉学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2010 埼玉学習センター 会計 アルバイト賃金関係 アルバイト賃金関係（平成２２年度） 埼玉学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
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措置結果
2011 埼玉学習センター 会計 アルバイト賃金関係 アルバイト賃金関係（平成２３年度） 埼玉学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2012 埼玉学習センター 会計 アルバイト賃金関係 アルバイト賃金関係（平成２４年度） 埼玉学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2013 埼玉学習センター 会計 アルバイト賃金関係 アルバイト賃金関係（平成２５年度） 埼玉学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2014 埼玉学習センター 会計 アルバイト賃金関係 アルバイト賃金関係（平成２６年度） 埼玉学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2015 埼玉学習センター 会計 アルバイト賃金関係 アルバイト賃金関係（平成２７年度） 埼玉学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2016 埼玉学習センター 会計 アルバイト賃金関係 アルバイト賃金関係（平成２８年度） 埼玉学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2017 埼玉学習センター 会計 アルバイト賃金関係 アルバイト賃金関係（平成２９年度） 埼玉学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2018 埼玉学習センター 会計 アルバイト賃金関係 アルバイト賃金関係（平成３０年度） 埼玉学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2019 埼玉学習センター 会計 アルバイト賃金関係 アルバイト賃金関係（２０１９年度） 埼玉学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2010 埼玉学習センター 会計 学校医 学校医（平成２２年度） 埼玉学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2015 埼玉学習センター 会計 光熱水量メータ報告 光熱水量メータ報告（平成２７年度） 埼玉学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2016 埼玉学習センター 会計 光熱水量メータ報告 光熱水量メータ報告（平成２８年度） 埼玉学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2017 埼玉学習センター 会計 光熱水量メータ報告 光熱水量メータ報告（平成２９年度） 埼玉学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2018 埼玉学習センター 会計 光熱水量メータ報告 光熱水量メータ報告（平成３０年度） 埼玉学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2019 埼玉学習センター 会計 光熱水量メータ報告 光熱水量メータ報告（２０１９年度） 埼玉学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2015 埼玉学習センター 会計 雑誌納入・受入簿 雑誌納入・受入簿（平成２７年度） 埼玉学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2016 埼玉学習センター 会計 雑誌納入・受入簿 雑誌納入・受入簿（平成２８年度） 埼玉学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2017 埼玉学習センター 会計 雑誌納入・受入簿 雑誌納入・受入簿（平成２９年度） 埼玉学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2018 埼玉学習センター 会計 雑誌納入・受入簿 雑誌納入・受入簿（平成３０年度） 埼玉学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2019 埼玉学習センター 会計 雑誌納入・受入簿 雑誌納入・受入簿（２０１９年度） 埼玉学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2010 埼玉学習センター 会計 単位認定試験関係 単位認定試験関係（平成２２年度） 埼玉学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2011 埼玉学習センター 会計 単位認定試験関係 単位認定試験関係（平成２３年度） 埼玉学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2012 埼玉学習センター 会計 単位認定試験関係 単位認定試験関係（平成２４年度） 埼玉学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2013 埼玉学習センター 会計 単位認定試験関係 単位認定試験関係（平成２５年度） 埼玉学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2014 埼玉学習センター 会計 単位認定試験関係 単位認定試験関係（平成２６年度） 埼玉学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2015 埼玉学習センター 会計 単位認定試験関係 単位認定試験関係（平成２７年度） 埼玉学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2016 埼玉学習センター 会計 単位認定試験関係 単位認定試験関係（平成２８年度） 埼玉学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2017 埼玉学習センター 会計 単位認定試験関係 単位認定試験関係（平成２９年度） 埼玉学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2018 埼玉学習センター 会計 単位認定試験関係 単位認定試験関係（平成３０年度） 埼玉学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2019 埼玉学習センター 会計 単位認定試験関係 単位認定試験関係（２０１９年度） 埼玉学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2010 埼玉学習センター 会計 面接授業実施報告 面接授業実施報告（平成２２年度） 埼玉学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2011 埼玉学習センター 会計 面接授業実施報告 面接授業実施報告（平成２３年度） 埼玉学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2012 埼玉学習センター 会計 面接授業実施報告 面接授業実施報告（平成２４年度） 埼玉学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2013 埼玉学習センター 会計 面接授業実施報告 面接授業実施報告（平成２５年度） 埼玉学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2014 埼玉学習センター 会計 面接授業実施報告 面接授業実施報告（平成２６年度） 埼玉学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2015 埼玉学習センター 会計 面接授業実施報告 面接授業実施報告（平成２７年度） 埼玉学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2016 埼玉学習センター 会計 面接授業実施報告 面接授業実施報告（平成２８年度） 埼玉学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2017 埼玉学習センター 会計 面接授業実施報告 面接授業実施報告（平成２９年度） 埼玉学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2018 埼玉学習センター 会計 面接授業実施報告 面接授業実施報告（平成３０年度） 埼玉学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2019 埼玉学習センター 会計 面接授業実施報告 面接授業実施報告（２０１９年度） 埼玉学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2010 埼玉学習センター 会計 教員免許更新講習修了認定試験関係 教員免許更新講習修了認定試験関係（平成２２年度） 埼玉学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2011 埼玉学習センター 会計 教員免許更新講習修了認定試験関係 教員免許更新講習修了認定試験関係（平成２３年度） 埼玉学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2012 埼玉学習センター 会計 教員免許更新講習修了認定試験関係 教員免許更新講習修了認定試験関係（平成２４年度） 埼玉学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2013 埼玉学習センター 会計 教員免許更新講習修了認定試験関係 教員免許更新講習修了認定試験関係（平成２５年度） 埼玉学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2014 埼玉学習センター 会計 教員免許更新講習修了認定試験関係 教員免許更新講習修了認定試験関係（平成２６年度） 埼玉学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2015 埼玉学習センター 会計 教員免許更新講習修了認定試験関係 教員免許更新講習修了認定試験関係（平成２７年度） 埼玉学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2016 埼玉学習センター 会計 教員免許更新講習修了認定試験関係 教員免許更新講習修了認定試験関係（平成２８年度） 埼玉学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2017 埼玉学習センター 会計 教員免許更新講習修了認定試験関係 教員免許更新講習修了認定試験関係（平成２９年度） 埼玉学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2018 埼玉学習センター 会計 教員免許更新講習修了認定試験関係 教員免許更新講習修了認定試験関係（平成３０年度） 埼玉学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2019 埼玉学習センター 会計 教員免許更新講習修了認定試験関係 教員免許更新講習修了認定試験関係（２０１９年度） 埼玉学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2010 埼玉学習センター 会計 支払伝票 支払伝票（平成２２年度） 埼玉学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2011 埼玉学習センター 会計 支払伝票 支払伝票（平成２３年度） 埼玉学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2012 埼玉学習センター 会計 支払伝票 支払伝票（平成２４年度） 埼玉学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2013 埼玉学習センター 会計 支払伝票 支払伝票（平成２５年度） 埼玉学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2014 埼玉学習センター 会計 支払伝票 支払伝票（平成２６年度） 埼玉学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2015 埼玉学習センター 会計 支払伝票 支払伝票（平成２７年度） 埼玉学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2016 埼玉学習センター 会計 支払伝票 支払伝票（平成２８年度） 埼玉学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2017 埼玉学習センター 会計 支払伝票 支払伝票（平成２９年度） 埼玉学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2018 埼玉学習センター 会計 支払伝票 支払伝票（平成３０年度） 埼玉学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2019 埼玉学習センター 会計 支払伝票 支払伝票（２０１９年度） 埼玉学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2010 埼玉学習センター 会計 前渡資金 前渡資金（平成２２年度）　 埼玉学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2011 埼玉学習センター 会計 前渡資金 前渡資金（平成２３年度）　 埼玉学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2012 埼玉学習センター 会計 前渡資金 前渡資金（平成２４年度）　 埼玉学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2013 埼玉学習センター 会計 前渡資金 前渡資金（平成２５年度）　 埼玉学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2014 埼玉学習センター 会計 前渡資金 前渡資金（平成２６年度）　 埼玉学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2015 埼玉学習センター 会計 前渡資金 前渡資金（平成２７年度）　 埼玉学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2016 埼玉学習センター 会計 前渡資金 前渡資金（平成２８年度）　 埼玉学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2017 埼玉学習センター 会計 前渡資金 前渡資金（平成２９年度）　 埼玉学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2018 埼玉学習センター 会計 前渡資金 前渡資金（平成３０年度）　 埼玉学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
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2019 埼玉学習センター 会計 前渡資金 前渡資金（２０１９年度）　 埼玉学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2010 埼玉学習センター 会計 前渡資金出納簿 前渡資金出納簿（平成２２年度） 埼玉学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2011 埼玉学習センター 会計 前渡資金出納簿 前渡資金出納簿（平成２３年度） 埼玉学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2012 埼玉学習センター 会計 前渡資金出納簿 前渡資金出納簿（平成２４年度） 埼玉学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2013 埼玉学習センター 会計 前渡資金出納簿 前渡資金出納簿（平成２５年度） 埼玉学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2014 埼玉学習センター 会計 前渡資金出納簿 前渡資金出納簿（平成２６年度） 埼玉学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2015 埼玉学習センター 会計 前渡資金出納簿 前渡資金出納簿（平成２７年度） 埼玉学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2016 埼玉学習センター 会計 前渡資金出納簿 前渡資金出納簿（平成２８年度） 埼玉学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2017 埼玉学習センター 会計 前渡資金出納簿 前渡資金出納簿（平成２９年度） 埼玉学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2018 埼玉学習センター 会計 前渡資金出納簿 前渡資金出納簿（平成３０年度） 埼玉学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2019 埼玉学習センター 会計 前渡資金出納簿 前渡資金出納簿（２０１９年度） 埼玉学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2015 埼玉学習センター 会計 税務申告関係調査 税務申告関係調査（平成２７年度） 埼玉学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2016 埼玉学習センター 会計 税務申告関係調査 税務申告関係調査（平成２８年度） 埼玉学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2017 埼玉学習センター 会計 税務申告関係調査 税務申告関係調査（平成２９年度） 埼玉学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2018 埼玉学習センター 会計 税務申告関係調査 税務申告関係調査（平成３０年度） 埼玉学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2019 埼玉学習センター 会計 税務申告関係調査 税務申告関係調査（２０１９年度） 埼玉学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2015 埼玉学習センター 会計 郵便切手残高報告書 郵便切手残高報告書（平成２７年度） 埼玉学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2016 埼玉学習センター 会計 郵便切手残高報告書 郵便切手残高報告書（平成２８年度） 埼玉学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2017 埼玉学習センター 会計 郵便切手残高報告書 郵便切手残高報告書（平成２９年度） 埼玉学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2018 埼玉学習センター 会計 郵便切手残高報告書 郵便切手残高報告書（平成３０年度） 埼玉学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2019 埼玉学習センター 会計 郵便切手残高報告書 郵便切手残高報告書（２０１９年度） 埼玉学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2010 埼玉学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等受払簿（平成２２年度） 埼玉学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2011 埼玉学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等受払簿（平成２３年度） 埼玉学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2012 埼玉学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等受払簿（平成２４年度） 埼玉学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2013 埼玉学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等受払簿（平成２５年度） 埼玉学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2014 埼玉学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等受払簿（平成２６年度） 埼玉学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2015 埼玉学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等受払簿（平成２７年度） 埼玉学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2016 埼玉学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等受払簿（平成２８年度） 埼玉学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2017 埼玉学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等受払簿（平成２９年度） 埼玉学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2018 埼玉学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等受払簿（平成３０年度） 埼玉学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2019 埼玉学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等受払簿（２０１９年度） 埼玉学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2010 埼玉学習センター 会計 前渡資金・出納員関係 前渡資金・出納員関係（平成２２年度） 埼玉学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2011 埼玉学習センター 会計 前渡資金・出納員関係 前渡資金・出納員関係（平成２３年度） 埼玉学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2012 埼玉学習センター 会計 前渡資金・出納員関係 前渡資金・出納員関係（平成２４年度） 埼玉学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2013 埼玉学習センター 会計 前渡資金・出納員関係 前渡資金・出納員関係（平成２５年度） 埼玉学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2014 埼玉学習センター 会計 前渡資金・出納員関係 前渡資金・出納員関係（平成２６年度） 埼玉学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2015 埼玉学習センター 会計 前渡資金・出納員関係 前渡資金・出納員関係（平成２７年度） 埼玉学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2016 埼玉学習センター 会計 前渡資金・出納員関係 前渡資金・出納員関係（平成２８年度） 埼玉学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2017 埼玉学習センター 会計 前渡資金・出納員関係 前渡資金・出納員関係（平成２９年度） 埼玉学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2018 埼玉学習センター 会計 前渡資金・出納員関係 前渡資金・出納員関係（平成３０年度） 埼玉学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2019 埼玉学習センター 会計 前渡資金・出納員関係 前渡資金・出納員関係（２０１９年度） 埼玉学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2010 埼玉学習センター 会計 年間契約関係 年間契約関係（平成２２年度） 埼玉学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2011 埼玉学習センター 会計 年間契約関係 年間契約関係（平成２３年度） 埼玉学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2012 埼玉学習センター 会計 年間契約関係 年間契約関係（平成２４年度） 埼玉学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2013 埼玉学習センター 会計 年間契約関係 年間契約関係（平成２５年度） 埼玉学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2014 埼玉学習センター 会計 年間契約関係 年間契約関係（平成２６年度） 埼玉学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2015 埼玉学習センター 会計 年間契約関係 年間契約関係（平成２７年度） 埼玉学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2016 埼玉学習センター 会計 年間契約関係 年間契約関係（平成２８年度） 埼玉学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2017 埼玉学習センター 会計 年間契約関係 年間契約関係（平成２９年度） 埼玉学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2018 埼玉学習センター 会計 年間契約関係 年間契約関係（平成３０年度） 埼玉学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2019 埼玉学習センター 会計 年間契約関係 年間契約関係（２０１９年度） 埼玉学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2017 埼玉学習センター 施設 防火管理関係 防火管理関係（平成２９年度） 埼玉学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2018 埼玉学習センター 施設 防火管理関係 防火管理関係（平成３０年度） 埼玉学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2019 埼玉学習センター 施設 防火管理関係 防火管理関係（２０１９年度） 埼玉学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2017 埼玉学習センター 施設 建物一時使用（貸出） 建物一時使用（貸出）（平成２９年度） 埼玉学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2018 埼玉学習センター 施設 建物一時使用（貸出） 建物一時使用（貸出）（平成３０年度） 埼玉学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2019 埼玉学習センター 施設 建物一時使用（貸出） 建物一時使用（貸出）（２０１９年度） 埼玉学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 埼玉学習センター 埼玉学習センター事務長 廃棄
2010 千葉学習センター 式典 入学者の集い・学位記授与式 入学者の集い・学位記授与式（平成２２年度） 千葉学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2011 千葉学習センター 式典 入学者の集い・学位記授与式 入学者の集い・学位記授与式（平成２３年度） 千葉学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2012 千葉学習センター 式典 入学者の集い・学位記授与式 入学者の集い・学位記授与式（平成２４年度） 千葉学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2013 千葉学習センター 式典 入学者の集い・学位記授与式 入学者の集い・学位記授与式（平成２５年度） 千葉学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2014 千葉学習センター 式典 入学者の集い・学位記授与式 入学者の集い・学位記授与式（平成２６年度） 千葉学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2015 千葉学習センター 式典 入学者の集い・学位記授与式 入学者の集い・学位記授与式（平成２７年度） 千葉学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2016 千葉学習センター 式典 入学者の集い・学位記授与式 入学者の集い・学位記授与式（平成２８年度） 千葉学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2017 千葉学習センター 式典 入学者の集い・学位記授与式 入学者の集い・学位記授与式（平成２９年度） 千葉学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2018 千葉学習センター 式典 入学者の集い・学位記授与式 入学者の集い・学位記授与式（平成３０年度） 千葉学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2019 千葉学習センター 式典 入学者の集い・学位記授与式 入学者の集い・学位記授与式（令和元年度） 千葉学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2015 千葉学習センター 人事 身上調書 身上調書（平成２７年度） 千葉学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2016 千葉学習センター 人事 身上調書 身上調書（平成２８年度） 千葉学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
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2017 千葉学習センター 人事 身上調書 身上調書（平成２９年度） 千葉学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2018 千葉学習センター 人事 身上調書 身上調書（平成３０年度） 千葉学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2019 千葉学習センター 人事 身上調書 身上調書（令和元年度） 千葉学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2015 千葉学習センター 人事 常勤職員任免関係 常勤職員任免関係（平成２７年度） 千葉学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2016 千葉学習センター 人事 常勤職員任免関係 常勤職員任免関係（平成２８年度） 千葉学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2017 千葉学習センター 人事 常勤職員任免関係 常勤職員任免関係（平成２９年度） 千葉学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2018 千葉学習センター 人事 常勤職員任免関係 常勤職員任免関係（平成３０年度） 千葉学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2019 千葉学習センター 人事 常勤職員任免関係 常勤職員任免関係（令和元年度） 千葉学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2015 千葉学習センター 人事 客員教員関係 客員教員関係（平成２７年度） 千葉学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2016 千葉学習センター 人事 客員教員関係 客員教員関係（平成２８年度） 千葉学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2017 千葉学習センター 人事 客員教員関係 客員教員関係（平成２９年度） 千葉学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2018 千葉学習センター 人事 客員教員関係 客員教員関係（平成３０年度） 千葉学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2019 千葉学習センター 人事 客員教員関係 客員教員関係（令和元年度） 千葉学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2015 千葉学習センター 人事 非常勤講師関係 非常勤講師関係（平成２７年度） 千葉学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2016 千葉学習センター 人事 非常勤講師関係 非常勤講師関係（平成２８年度） 千葉学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2017 千葉学習センター 人事 非常勤講師関係 非常勤講師関係（平成２９年度） 千葉学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2018 千葉学習センター 人事 非常勤講師関係 非常勤講師関係（平成３０年度） 千葉学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2019 千葉学習センター 人事 非常勤講師関係 非常勤講師関係（令和元年度） 千葉学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2015 千葉学習センター 人事 非常勤職員任免関係 非常勤職員任免関係（平成２７年度） 千葉学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2016 千葉学習センター 人事 非常勤職員任免関係 非常勤職員任免関係（平成２８年度） 千葉学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2017 千葉学習センター 人事 非常勤職員任免関係 非常勤職員任免関係（平成２９年度） 千葉学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2018 千葉学習センター 人事 非常勤職員任免関係 非常勤職員任免関係（平成３０年度） 千葉学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2019 千葉学習センター 人事 非常勤職員任免関係 非常勤職員任免関係（令和元年度） 千葉学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2017 千葉学習センター 諸会議 千葉学習センター運営会議 千葉学習センター運営会議（平成２９年度） 千葉学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2018 千葉学習センター 諸会議 千葉学習センター運営会議 千葉学習センター運営会議（平成３０年度） 千葉学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2019 千葉学習センター 諸会議 千葉学習センター運営会議 千葉学習センター運営会議（令和元年度） 千葉学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2017 千葉学習センター 諸会議 学習センター事務長連絡会議 学習センター事務長連絡会議（平成２９年度） 千葉学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2018 千葉学習センター 諸会議 学習センター事務長連絡会議 学習センター事務長連絡会議（平成３０年度） 千葉学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2019 千葉学習センター 諸会議 学習センター事務長連絡会議 学習センター事務長連絡会議（令和元年度） 千葉学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2017 千葉学習センター 諸会議 拠点学習センター等事務長会議 拠点学習センター等事務長会議（平成２９年度） 千葉学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2018 千葉学習センター 諸会議 拠点学習センター等事務長会議 拠点学習センター等事務長会議（平成３０年度） 千葉学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2019 千葉学習センター 諸会議 拠点学習センター等事務長会議 拠点学習センター等事務長会議（令和元年度） 千葉学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2017 千葉学習センター 諸会議 南関東学習センターブロック会議 南関東学習センターブロック会議（平成２９年度） 千葉学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2018 千葉学習センター 諸会議 南関東学習センターブロック会議 南関東学習センターブロック会議（平成３０年度） 千葉学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2019 千葉学習センター 諸会議 南関東学習センターブロック会議 南関東学習センターブロック会議（令和元年度） 千葉学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2017 千葉学習センター 諸会議 南関東学習センター事務長会議 南関東学習センター事務長会議（平成２９年度） 千葉学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2018 千葉学習センター 諸会議 南関東学習センター事務長会議 南関東学習センター事務長会議（平成３０年度） 千葉学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2019 千葉学習センター 諸会議 南関東学習センター事務長会議 南関東学習センター事務長会議（令和元年度） 千葉学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2017 千葉学習センター 諸会議 安全衛生委員会 安全衛生委員会（平成２９年度） 千葉学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2018 千葉学習センター 諸会議 安全衛生委員会 安全衛生委員会（平成３０年度） 千葉学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2019 千葉学習センター 諸会議 安全衛生委員会 安全衛生委員会（令和元年度） 千葉学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2015 千葉学習センター 広報 広報活動 広報活動（平成２７年度第２学期） 千葉学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2015 千葉学習センター 広報 広報活動 広報活動（平成２８年度第１学期） 千葉学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2016 千葉学習センター 広報 広報活動 広報活動（平成２８年度第２学期） 千葉学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2016 千葉学習センター 広報 広報活動 広報活動（平成２９年度第１学期） 千葉学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2017 千葉学習センター 広報 広報活動 広報活動（平成２９年度第２学期） 千葉学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2017 千葉学習センター 広報 広報活動 広報活動（平成３０年度第１学期） 千葉学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2018 千葉学習センター 広報 広報活動 広報活動（平成３０年度第２学期） 千葉学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2018 千葉学習センター 広報 広報活動 広報活動（平成３１年度第１学期） 千葉学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2019 千葉学習センター 広報 広報活動 広報活動（令和元年度第２学期） 千葉学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2019 千葉学習センター 広報 広報活動 広報活動（令和２年度第１学期） 千葉学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2015 千葉学習センター 広報 学生募集活動について 平成２７年度第２学期における学生募集活動について 千葉学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2015 千葉学習センター 広報 学生募集活動について 平成２８年度第１学期における学生募集活動について 千葉学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2016 千葉学習センター 広報 学生募集活動について 平成２８年度第２学期における学生募集活動について 千葉学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2016 千葉学習センター 広報 学生募集活動について 平成２９年度第１学期における学生募集活動について 千葉学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2017 千葉学習センター 広報 学生募集活動について 平成２９年度第２学期における学生募集活動について 千葉学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2017 千葉学習センター 広報 学生募集活動について 平成３０年度第１学期における学生募集活動について 千葉学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2018 千葉学習センター 広報 学生募集活動について 平成３０年度第２学期における学生募集活動について 千葉学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2018 千葉学習センター 広報 学生募集活動について 平成３１年度第１学期における学生募集活動について 千葉学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2019 千葉学習センター 広報 学生募集活動について 令和元年度第２学期における学生募集活動について 千葉学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2019 千葉学習センター 広報 学生募集活動について 令和２年度第１学期における学生募集活動について 千葉学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2015 千葉学習センター 広報 学習センターＨＰ関係 学習センターＨＰ関係（平成２７年度） 千葉学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2016 千葉学習センター 広報 学習センターＨＰ関係 学習センターHP関係（平成２８年度） 千葉学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2017 千葉学習センター 広報 学習センターＨＰ関係 学習センターHP関係（平成２９年度） 千葉学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2018 千葉学習センター 広報 学習センターＨＰ関係 学習センターHP関係（平成３０年度） 千葉学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2019 千葉学習センター 広報 学習センターＨＰ関係 学習センターHP関係（令和元年度） 千葉学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2015 千葉学習センター 広報 広報誌『ちばがく』関係 広報誌『ちばがく』関係（平成２７年度） 千葉学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2016 千葉学習センター 広報 広報誌『ちばがく』関係 広報誌「ちばがく」関係（平成２８年度） 千葉学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2017 千葉学習センター 広報 広報誌『ちばがく』関係 広報誌「ちばがく」関係（平成２９年度） 千葉学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
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2018 千葉学習センター 広報 広報誌『ちばがく』関係 広報誌「ちばがく」関係（平成３０年度） 千葉学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2019 千葉学習センター 広報 広報誌『ちばがく』関係 広報誌「ちばがく」関係（令和元年度） 千葉学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2015 千葉学習センター 広報 公開講演会関係 公開講演会関係（平成２７年度） 千葉学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2016 千葉学習センター 広報 公開講演会関係 公開講演会関係（平成２８年度） 千葉学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2017 千葉学習センター 広報 公開講演会関係 公開講演会関係（平成２９年度） 千葉学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2018 千葉学習センター 広報 公開講演会関係 公開講演会関係（平成３０年度） 千葉学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2019 千葉学習センター 広報 公開講演会関係 公開講演会関係（令和元年度） 千葉学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2015 千葉学習センター 庶務 文書処理簿 文書処理簿（平成２７年度） 千葉学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2016 千葉学習センター 庶務 文書処理簿 文書処理簿（平成２８年度） 千葉学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2017 千葉学習センター 庶務 文書処理簿 文書処理簿（平成２９年度） 千葉学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2018 千葉学習センター 庶務 文書処理簿 文書処理簿（平成３０年度） 千葉学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2019 千葉学習センター 庶務 文書処理簿 文書処理簿（令和元年度） 千葉学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2015 千葉学習センター 庶務 公印使用簿 公印使用簿（平成２７年度） 千葉学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2016 千葉学習センター 庶務 公印使用簿 公印使用簿（平成２８年度） 千葉学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2017 千葉学習センター 庶務 公印使用簿 公印使用簿（平成２９年度） 千葉学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2018 千葉学習センター 庶務 公印使用簿 公印使用簿（平成３０年度） 千葉学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2019 千葉学習センター 庶務 公印使用簿 公印使用簿（令和元年度） 千葉学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2015 千葉学習センター 庶務 法人文書管理関係 法人文書管理関係（平成２７年度） 千葉学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2016 千葉学習センター 庶務 法人文書管理関係 法人文書管理関係（平成２８年度） 千葉学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2017 千葉学習センター 庶務 法人文書管理関係 法人文書管理関係（平成２９年度） 千葉学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2018 千葉学習センター 庶務 法人文書管理関係 法人文書管理関係（平成３０年度） 千葉学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2019 千葉学習センター 庶務 法人文書管理関係 法人文書管理関係（令和元年度） 千葉学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2017 千葉学習センター 庶務 公用車使用簿 公用車使用簿（平成２９年度） 千葉学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2018 千葉学習センター 庶務 公用車使用簿 公用車使用簿（平成３０年度） 千葉学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2019 千葉学習センター 庶務 公用車使用簿 公用車使用簿（令和元年度） 千葉学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2015 千葉学習センター 庶務 千葉学習センター「利用の手引き」関係 千葉学習センター「利用の手引き」関係（平成２７年度） 千葉学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2016 千葉学習センター 庶務 千葉学習センター「利用の手引き」関係 千葉学習センター「利用の手引き」関係（平成２８年度） 千葉学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2017 千葉学習センター 庶務 千葉学習センター「利用の手引き」関係 千葉学習センター「利用の手引き」関係（平成２９年度） 千葉学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2018 千葉学習センター 庶務 千葉学習センター「利用の手引き」関係 千葉学習センター「利用の手引き」関係（平成３０年度） 千葉学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2019 千葉学習センター 庶務 千葉学習センター「利用の手引き」関係 千葉学習センター「利用の手引き」関係（令和元年度） 千葉学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2010 千葉学習センター 庶務 旅行命令・依頼書 旅行命令・依頼書（平成２２年度） 千葉学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2011 千葉学習センター 庶務 旅行命令・依頼書 旅行命令・依頼書（平成２３年度） 千葉学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2012 千葉学習センター 庶務 旅行命令・依頼書 旅行命令・依頼書（平成２４年度） 千葉学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2013 千葉学習センター 庶務 旅行命令・依頼伺 旅行命令・依頼伺（平成２５年度） 千葉学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2014 千葉学習センター 庶務 旅行命令・依頼伺 旅行命令・依頼伺（平成２６年度） 千葉学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2015 千葉学習センター 庶務 旅行命令・依頼伺 旅行命令・依頼伺（平成２７年度） 千葉学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2016 千葉学習センター 庶務 旅行命令・依頼伺 旅行命令・依頼伺（平成２８年度） 千葉学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2017 千葉学習センター 庶務 旅行命令・依頼伺 旅行命令・依頼伺（平成２９年度） 千葉学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2018 千葉学習センター 庶務 旅行命令・依頼伺 旅行命令・依頼伺（平成３０年度） 千葉学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2019 千葉学習センター 庶務 旅行命令・依頼伺 旅行命令・依頼伺（令和元年度） 千葉学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2010 千葉学習センター 庶務 出張命令復命書 出張命令復命書（平成２２年度） 千葉学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2011 千葉学習センター 庶務 出張命令復命書 出張命令復命書（平成２３年度） 千葉学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2012 千葉学習センター 庶務 出張命令復命書 出張命令復命書（平成２４年度） 千葉学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2013 千葉学習センター 庶務 出張命令復命書 出張命令復命書（平成２５年度） 千葉学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2014 千葉学習センター 庶務 出張命令復命書 出張命令復命書（平成２６年度） 千葉学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2015 千葉学習センター 庶務 出張命令復命書 出張命令復命書（平成２７年度） 千葉学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2016 千葉学習センター 庶務 出張命令復命書 出張命令復令書（平成２８年度） 千葉学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2017 千葉学習センター 庶務 出張命令復命書 出張命令復令書（平成２９年度） 千葉学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2018 千葉学習センター 庶務 出張命令復命書 出張命令復令書（平成３０年度） 千葉学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2019 千葉学習センター 庶務 出張命令復命書 出張命令復令書（令和元年度） 千葉学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2010 千葉学習センター 庶務 物品供用簿 物品供用簿（平成２２年度） 千葉学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2011 千葉学習センター 庶務 物品供用簿 物品供用簿（平成２３年度） 千葉学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2012 千葉学習センター 庶務 物品供用簿 物品供用簿（平成２４年度） 千葉学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2013 千葉学習センター 庶務 物品供用簿 物品供用簿（平成２５年度） 千葉学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2014 千葉学習センター 庶務 物品供用簿 物品供用簿（平成２６年度） 千葉学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2015 千葉学習センター 庶務 物品供用簿 物品供用簿（平成２７年度） 千葉学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2016 千葉学習センター 庶務 物品供用簿 物品供用簿（平成２８年度） 千葉学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2017 千葉学習センター 庶務 物品供用簿 物品供用簿（平成２９年度） 千葉学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2018 千葉学習センター 庶務 物品供用簿 物品供用簿（平成３０年度） 千葉学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2019 千葉学習センター 庶務 物品供用簿 物品供用簿（令和元年度） 千葉学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2017 千葉学習センター 職員 週休日及び勤務時間割振表 週休日及び勤務時間割振表（平成２９年） 千葉学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2018 千葉学習センター 職員 週休日及び勤務時間割振表 週休日及び勤務時間割振表（平成３０年） 千葉学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2019 千葉学習センター 職員 週休日及び勤務時間割振表 週休日及び勤務時間割振表（令和元年） 千葉学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2017 千葉学習センター 職員 出勤簿 出勤簿（平成２９年） 千葉学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2018 千葉学習センター 職員 出勤簿 出勤簿（平成３０年） 千葉学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2019 千葉学習センター 職員 出勤簿 出勤簿（令和元年） 千葉学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2017 千葉学習センター 職員 休暇簿 休暇簿（平成２９年） 千葉学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2018 千葉学習センター 職員 休暇簿 休暇簿（平成３０年） 千葉学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2019 千葉学習センター 職員 休暇簿 休暇簿（令和元年） 千葉学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
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2017 千葉学習センター 職員 勤務時間割振変更関係 勤務時間割振変更関係（平成２９年） 千葉学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2018 千葉学習センター 職員 勤務時間割振変更関係 勤務時間割振変更関係（平成３０年） 千葉学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2019 千葉学習センター 職員 勤務時間割振変更関係 勤務時間割振変更関係（令和元年） 千葉学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2017 千葉学習センター 職員 勤務時間報告書 勤務時間報告書（平成２９年） 千葉学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2018 千葉学習センター 職員 勤務時間報告書 勤務時間報告書（平成３０年） 千葉学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2019 千葉学習センター 職員 勤務時間報告書 勤務時間報告書（令和元年） 千葉学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2017 千葉学習センター 職員 時間外労働集計簿 時間外労働集計簿（平成２９年） 千葉学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2018 千葉学習センター 職員 時間外労働集計簿 時間外労働集計簿（平成３０年） 千葉学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2019 千葉学習センター 職員 時間外労働集計簿 時間外労働集計簿（令和元年） 千葉学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2009 千葉学習センター 職員 住居手当 住居手当（平成２１年度） 千葉学習センター事務長 2010/4/1 3年（支給喪失から） 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2010 千葉学習センター 職員 住居手当 住居手当（平成２２年度） 千葉学習センター事務長 2011/4/1 3年（支給喪失から） 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2011 千葉学習センター 職員 住居手当 住居手当（平成２３年度） 千葉学習センター事務長 2012/4/1 3年（支給喪失から） 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2012 千葉学習センター 職員 住居手当 住居手当（平成２４年度） 千葉学習センター事務長 2013/4/1 3年（支給喪失から） 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2013 千葉学習センター 職員 住居手当 住居手当（平成２５年度） 千葉学習センター事務長 2014/4/1 3年（支給喪失から） 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2014 千葉学習センター 職員 住居手当 住居手当（平成２６年度） 千葉学習センター事務長 2015/4/1 3年（支給喪失から） 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2015 千葉学習センター 職員 住居手当 住居手当（平成２７年度） 千葉学習センター事務長 2016/4/1 3年（支給喪失から） 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2016 千葉学習センター 職員 住居手当 住居手当（平成２８年度） 千葉学習センター事務長 2017/4/1 3年（支給喪失から） 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2017 千葉学習センター 職員 住居手当 住居手当（平成２９年度） 千葉学習センター事務長 2018/4/1 3年（支給喪失から） 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2018 千葉学習センター 職員 住居手当 住居手当（平成３０年度） 千葉学習センター事務長 2019/4/1 3年（支給喪失から） 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2019 千葉学習センター 職員 住居手当 住居手当（令和元年度） 千葉学習センター事務長 2020/4/1 3年（支給喪失から） 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2009 千葉学習センター 職員 通勤手当 通勤手当（平成２１年度） 千葉学習センター事務長 2010/4/1 3年（支給喪失から） 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2010 千葉学習センター 職員 通勤手当 通勤手当（平成２２年度） 千葉学習センター事務長 2011/4/1 3年（支給喪失から） 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2011 千葉学習センター 職員 通勤手当 通勤手当（平成２３年度） 千葉学習センター事務長 2012/4/1 3年（支給喪失から） 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2012 千葉学習センター 職員 通勤手当 通勤手当（平成２４年度） 千葉学習センター事務長 2013/4/1 3年（支給喪失から） 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2013 千葉学習センター 職員 通勤手当 通勤手当（平成２５年度） 千葉学習センター事務長 2014/4/1 3年（支給喪失から） 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2014 千葉学習センター 職員 通勤手当 通勤手当（平成２６年度） 千葉学習センター事務長 2015/4/1 3年（支給喪失から） 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2015 千葉学習センター 職員 通勤手当 通勤手当（平成２７年度） 千葉学習センター事務長 2016/4/1 3年（支給喪失から） 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2016 千葉学習センター 職員 通勤手当 通勤手当（平成２８年度） 千葉学習センター事務長 2017/4/1 3年（支給喪失から） 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2017 千葉学習センター 職員 通勤手当 通勤手当（平成２９年度） 千葉学習センター事務長 2018/4/1 3年（支給喪失から） 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2018 千葉学習センター 職員 通勤手当 通勤手当（平成３０年度） 千葉学習センター事務長 2019/4/1 3年（支給喪失から） 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2019 千葉学習センター 職員 通勤手当 通勤手当（令和元年度） 千葉学習センター事務長 2020/4/1 3年（支給喪失から） 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2009 千葉学習センター 職員 扶養手当 扶養手当（平成２１年度） 千葉学習センター事務長 2010/4/1 3年（支給喪失から） 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2010 千葉学習センター 職員 扶養手当 扶養手当（平成２２年度） 千葉学習センター事務長 2011/4/1 3年（支給喪失から） 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2011 千葉学習センター 職員 扶養手当 扶養手当（平成２３年度） 千葉学習センター事務長 2012/4/1 3年（支給喪失から） 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2012 千葉学習センター 職員 扶養手当 扶養手当（平成２４年度） 千葉学習センター事務長 2013/4/1 3年（支給喪失から） 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2013 千葉学習センター 職員 扶養手当 扶養手当（平成２５年度） 千葉学習センター事務長 2014/4/1 3年（支給喪失から） 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2014 千葉学習センター 職員 扶養手当 扶養手当（平成２６年度） 千葉学習センター事務長 2015/4/1 3年（支給喪失から） 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2015 千葉学習センター 職員 扶養手当 扶養手当（平成２７年度） 千葉学習センター事務長 2016/4/1 3年（支給喪失から） 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2016 千葉学習センター 職員 扶養手当 扶養手当（平成２８年度） 千葉学習センター事務長 2017/4/1 3年（支給喪失から） 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2017 千葉学習センター 職員 扶養手当 扶養手当（平成２９年度） 千葉学習センター事務長 2018/4/1 3年（支給喪失から） 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2018 千葉学習センター 職員 扶養手当 扶養手当（平成３０年度） 千葉学習センター事務長 2019/4/1 3年（支給喪失から） 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2019 千葉学習センター 職員 扶養手当 扶養手当（令和元年度） 千葉学習センター事務長 2020/4/1 3年（支給喪失から） 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2017 千葉学習センター 職員 研修関係 研修関係（平成２９年度） 千葉学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2018 千葉学習センター 職員 研修関係 研修関係（平成３０年度） 千葉学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2019 千葉学習センター 職員 研修関係 研修関係（令和元年度） 千葉学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2013 千葉学習センター 職員 兼業関係 兼業関係（平成２５年度） 千葉学習センター事務長 2014/4/1 3年（兼業終了後） 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2014 千葉学習センター 職員 兼業関係 兼業関係（平成２６年度） 千葉学習センター事務長 2015/4/1 3年（兼業終了後） 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2015 千葉学習センター 職員 兼業関係 兼業関係（平成２７年度） 千葉学習センター事務長 2016/4/1 3年（兼業終了後） 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2016 千葉学習センター 職員 兼業関係 兼業関係（平成２８年度） 千葉学習センター事務長 2017/4/1 3年（兼業終了後） 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2017 千葉学習センター 職員 兼業関係 兼業関係（平成２９年度） 千葉学習センター事務長 2018/4/1 3年（兼業終了後） 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2018 千葉学習センター 職員 兼業関係 兼業関係（平成３０年度） 千葉学習センター事務長 2019/4/1 3年（兼業終了後） 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2019 千葉学習センター 職員 兼業関係 兼業関係（令和元年度） 千葉学習センター事務長 2020/4/1 3年（兼業終了後） 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2015 千葉学習センター 面接授業 面接授業 面接授業開設関係（平成２７年度第１学期） 千葉学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 教務係 廃棄
2015 千葉学習センター 面接授業 面接授業 面接授業開設関係（平成２７年度第２学期） 千葉学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 教務係 廃棄
2016 千葉学習センター 面接授業 面接授業 面接授業開設関係（平成２８年度第１学期） 千葉学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 教務係 廃棄
2016 千葉学習センター 面接授業 面接授業 面接授業開設関係（平成２８年度第２学期） 千葉学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 教務係 廃棄
2017 千葉学習センター 面接授業 面接授業 面接授業開設関係（平成２９年度第１学期） 千葉学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 教務係 廃棄
2017 千葉学習センター 面接授業 面接授業 面接授業開設関係（平成２９年度第２学期） 千葉学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 教務係 廃棄
2018 千葉学習センター 面接授業 面接授業 面接授業開設関係（平成３０年度第１学期） 千葉学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 教務係 廃棄
2018 千葉学習センター 面接授業 面接授業 面接授業開設関係（平成３０年度第２学期） 千葉学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 教務係 廃棄
2019 千葉学習センター 面接授業 面接授業 面接授業開設関係（２０１９年度第１学期） 千葉学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 教務係 廃棄
2019 千葉学習センター 面接授業 面接授業 面接授業開設関係（２０１９年度第２学期） 千葉学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 教務係 廃棄
2015 千葉学習センター 学生関係 住所等変更届 住所等変更届（平成２７年度） 千葉学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 教務係 廃棄 〃
2016 千葉学習センター 学生関係 住所等変更届 住所等変更届（平成２８年度） 千葉学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 教務係 廃棄 〃
2017 千葉学習センター 学生関係 住所等変更届 住所等変更届（平成２９年度） 千葉学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 教務係 廃棄 〃
2018 千葉学習センター 学生関係 住所等変更届 住所等変更届（平成３０年度） 千葉学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 教務係 廃棄 〃
2019 千葉学習センター 学生関係 住所等変更届 住所等変更届（２０１９年度） 千葉学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 教務係 廃棄 〃
2015 千葉学習センター 学生関係 学生研修旅行 学生研修旅行（平成２７年度） 千葉学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 教務係 廃棄
2016 千葉学習センター 学生関係 学生研修旅行 学生研修旅行（平成２８年度） 千葉学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 教務係 廃棄
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2017 千葉学習センター 学生関係 学生研修旅行 学生研修旅行（平成２９年度） 千葉学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 教務係 廃棄
2018 千葉学習センター 学生関係 学生研修旅行 学生研修旅行（平成３０年度） 千葉学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 教務係 廃棄
2019 千葉学習センター 学生関係 学生研修旅行 学生研修旅行（２０１９年度） 千葉学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 教務係 廃棄
2015 千葉学習センター 学生関係 学生団体手続き 平成２７年度学生団体関係 千葉学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 教務係 廃棄
2016 千葉学習センター 学生関係 学生団体手続き 平成２８年度学生団体関係 千葉学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 教務係 廃棄
2017 千葉学習センター 学生関係 学生団体手続き 平成２９年度学生団体関係 千葉学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 教務係 廃棄
2018 千葉学習センター 学生関係 学生団体手続き 平成３０年度学生団体関係 千葉学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 教務係 廃棄
2019 千葉学習センター 学生関係 学生団体手続き ２０１９年度学生団体関係 千葉学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 教務係 廃棄
2008 千葉学習センター 学生関係 日本学生支援機構等奨学生関係 日本学生支援機構等奨学生関係（平成２０年度～平成２３年度） 千葉学習センター事務長 2009/4/1 10年 2022/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 教務係 廃棄
2012 千葉学習センター 学生関係 日本学生支援機構等奨学生関係 日本学生支援機構等奨学生関係（平成２４年度） 千葉学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 教務係 廃棄
2013 千葉学習センター 学生関係 日本学生支援機構等奨学生関係 日本学生支援機構等奨学生関係（平成２５年度～平成２６年度） 千葉学習センター事務長 2014/4/1 10年 2025/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 教務係 廃棄
2015 千葉学習センター 学生関係 日本学生支援機構等奨学生関係 日本学生支援機構等奨学生関係（平成２７年度～平成２８年度） 千葉学習センター事務長 2016/4/1 10年 2027/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 教務係 廃棄
2017 千葉学習センター 学生関係 日本学生支援機構等奨学生関係 日本学生支援機構等奨学生関係（平成２９年度） 千葉学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 教務係 廃棄
2018 千葉学習センター 学生関係 日本学生支援機構等奨学生関係 日本学生支援機構等奨学生関係（平成３０年度） 千葉学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 教務係 廃棄
2019 千葉学習センター 学生関係 日本学生支援機構等奨学生関係 日本学生支援機構奨学金申請・在学届（２０１９年度） 千葉学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 教務係 廃棄
2017 千葉学習センター 証明書 学割証等発行願 学割証等発行願【ＪＲ】（平成２９年度） 千葉学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 教務係 廃棄
2017 千葉学習センター 証明書 学割証等発行願 学割証等発行願【私鉄】（平成２９年度） 千葉学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 教務係 廃棄
2018 千葉学習センター 証明書 学割証等発行願 学割証等発行願【ＪＲ】（平成３０年度） 千葉学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 教務係 廃棄
2018 千葉学習センター 証明書 学割証等発行願 学割証等発行願【私鉄】（平成３０年度） 千葉学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 教務係 廃棄
2019 千葉学習センター 証明書 学割証等発行願 学割証等発行願【ＪＲ】（２０１９年度） 千葉学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 教務係 廃棄
2019 千葉学習センター 証明書 学割証等発行願 学割証等発行願【私鉄】（２０１９年度） 千葉学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 教務係 廃棄
2017 千葉学習センター 証明書 諸証明書交付願 諸証明書交付願[通常]（平成２９年度） 千葉学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 教務係 廃棄
2017 千葉学習センター 証明書 諸証明書交付願 諸証明書交付願[特殊]（平成２９年度） 千葉学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 教務係 廃棄
2018 千葉学習センター 証明書 諸証明書交付願 諸証明書交付願[通常]（平成３０年度） 千葉学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 教務係 廃棄
2018 千葉学習センター 証明書 諸証明書交付願 諸証明書交付願[特殊]（平成３０年度） 千葉学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 教務係 廃棄
2019 千葉学習センター 証明書 諸証明書交付願 諸証明書交付願[通常]（２０１９年度） 千葉学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 教務係 廃棄
2019 千葉学習センター 証明書 諸証明書交付願 諸証明書交付願[特殊]（２０１９年度） 千葉学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 教務係 廃棄
2015 千葉学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験 平成２７年度第１学期単位認定試験関係 千葉学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 教務係 廃棄
2015 千葉学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験 平成２７年度第２学期単位認定試験関係 千葉学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 教務係 廃棄
2016 千葉学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験 平成２８年度第１学期単位認定試験関係 千葉学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 教務係 廃棄
2016 千葉学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験 平成２８年度第２学期単位認定試験関係 千葉学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 教務係 廃棄
2017 千葉学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験 平成２９年度第１学期単位認定試験関係 千葉学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 教務係 廃棄
2017 千葉学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験 平成２９年度第２学期単位認定試験関係 千葉学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 教務係 廃棄
2018 千葉学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験 平成３０年度第１学期単位認定試験関係 千葉学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 教務係 廃棄
2018 千葉学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験 平成３０年度第２学期単位認定試験関係 千葉学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 教務係 廃棄
2019 千葉学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験 ２０１９年度第１学期単位認定試験関係 千葉学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 教務係 廃棄
2019 千葉学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験 ２０１９年度第２学期単位認定試験関係 千葉学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 教務係 廃棄
2014 千葉学習センター 単位認定試験関係 看護（夏季集中型）単位認定試験 看護師資格取得に資する科目（夏季集中型）単位認定試験関係（平成２６年度～平成２７年度） 千葉学習センター事務長 2015/4/1 5年 2021/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 教務係 廃棄
2016 千葉学習センター 単位認定試験関係 看護（夏季集中型）単位認定試験 看護師資格取得に資する科目（夏季集中型）単位認定試験関係（平成２８年度～２０１９年度） 千葉学習センター事務長 2017/4/1 5年 2025/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 教務係 廃棄
2015 千葉学習センター 単位認定試験関係 教員免許更新講習修了認定試験 平成２７年度教員免許更新講習修了認定試験関係 千葉学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 教務係 廃棄
2016 千葉学習センター 単位認定試験関係 教員免許更新講習修了認定試験 平成２８年度教員免許更新講習修了認定試験関係 千葉学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 教務係 廃棄
2017 千葉学習センター 単位認定試験関係 教員免許更新講習修了認定試験 平成２９年度教員免許更新講習修了認定試験関係 千葉学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 教務係 廃棄
2018 千葉学習センター 単位認定試験関係 教員免許更新講習修了認定試験 平成３０年度教員免許更新講習修了認定試験関係 千葉学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 教務係 廃棄
2019 千葉学習センター 単位認定試験関係 教員免許更新講習修了認定試験 ２０１９年度教員免許更新講習修了認定試験関係 千葉学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 教務係 廃棄
2011 千葉学習センター 入試 大学院入学試験関係 大学院入試関係（実施年Ｈ２３～２９） 千葉学習センター事務長 2012/4/1 5年 2023/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 教務係 廃棄
2018 千葉学習センター 入試 大学院入学試験関係 大学院入試関係（実施年Ｈ３０～２０１９） 千葉学習センター事務長 2019/4/1 5年 2025/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 教務係 廃棄
2017 千葉学習センター 会計 建物清掃関係 建物清掃関係（平成２９年度） 千葉学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2018 千葉学習センター 会計 建物清掃関係 建物清掃関係（平成３０年度） 千葉学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2019 千葉学習センター 会計 建物清掃関係 建物清掃関係（令和元年度） 千葉学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2010 千葉学習センター 会計 予算示達書 予算示達書（平成２２年度） 千葉学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2011 千葉学習センター 会計 予算示達書 予算示達書（平成２３年度） 千葉学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2012 千葉学習センター 会計 予算示達書 予算示達書（平成２４年度） 千葉学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2013 千葉学習センター 会計 予算示達書 予算示達書（平成２５年度） 千葉学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2014 千葉学習センター 会計 予算示達書 予算示達書（平成２６年度） 千葉学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2015 千葉学習センター 会計 予算示達書 予算示達書（平成２７年度） 千葉学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2016 千葉学習センター 会計 予算示達書 予算示達書（平成２８年度） 千葉学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2017 千葉学習センター 会計 予算示達書 予算示達書（平成２９年度） 千葉学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2018 千葉学習センター 会計 予算示達書 予算示達書（平成３０年度） 千葉学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2019 千葉学習センター 会計 予算示達書 予算示達書（令和元年度） 千葉学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2010 千葉学習センター 会計 予算執行計画書 予算執行計画書（平成２２年度） 千葉学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2011 千葉学習センター 会計 予算執行計画書 予算執行計画書（平成２３年度） 千葉学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2012 千葉学習センター 会計 予算執行計画書 予算執行計画書（平成２４年度） 千葉学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2013 千葉学習センター 会計 予算執行計画書 予算執行計画書（平成２５年度） 千葉学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2014 千葉学習センター 会計 予算執行計画書 予算執行計画書（平成２６年度） 千葉学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2015 千葉学習センター 会計 予算執行計画書 予算執行計画書（平成２７年度） 千葉学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2016 千葉学習センター 会計 予算執行計画書 予算執行計画書（平成２８年度） 千葉学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2017 千葉学習センター 会計 予算執行計画書 予算執行計画書（平成２９年度） 千葉学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2018 千葉学習センター 会計 予算執行計画書 予算執行計画書（平成３０年度） 千葉学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2019 千葉学習センター 会計 予算執行計画書 予算執行計画書（令和元年度） 千葉学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
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2010 千葉学習センター 会計 支払済額報告書 支払済額報告書（平成２２年度） 千葉学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2011 千葉学習センター 会計 支払済額報告書 支払済額報告書（平成２３年度） 千葉学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2012 千葉学習センター 会計 支払済額報告書 支払済額報告書（平成２４年度） 千葉学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2013 千葉学習センター 会計 支払済額報告書 支払済額報告書（平成２５年度） 千葉学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2014 千葉学習センター 会計 支払済額報告書 支払済額報告書（平成２６年度） 千葉学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2015 千葉学習センター 会計 支払済額報告書 支払済額報告書（平成２７年度） 千葉学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2016 千葉学習センター 会計 支払済額報告書 支払済額報告書（平成２８年度） 千葉学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2017 千葉学習センター 会計 支払済額報告書 支払済額報告書（平成２９年度） 千葉学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2018 千葉学習センター 会計 支払済額報告書 支払済額報告書（平成３０年度） 千葉学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2019 千葉学習センター 会計 支払済額報告書 支払済額報告書（令和元年度） 千葉学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2010 千葉学習センター 会計 支払伝票 支払伝票（平成２２年度） 千葉学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2011 千葉学習センター 会計 支払伝票 支払伝票（平成２３年度） 千葉学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2012 千葉学習センター 会計 支払伝票 支払伝票（平成２４年度） 千葉学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2013 千葉学習センター 会計 支払伝票 支払伝票（平成２５年度） 千葉学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2014 千葉学習センター 会計 支払伝票 支払伝票（平成２６年度） 千葉学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2015 千葉学習センター 会計 支払伝票 支払伝票（平成２７年度） 千葉学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2016 千葉学習センター 会計 支払伝票 支払伝票（平成２８年度） 千葉学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2017 千葉学習センター 会計 支払伝票 支払伝票（平成２９年度） 千葉学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2018 千葉学習センター 会計 支払伝票 支払伝票（平成３０年度） 千葉学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2019 千葉学習センター 会計 支払伝票 支払伝票（令和元年度） 千葉学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2010 千葉学習センター 会計 前渡資金要求書・精算書 前渡資金要求書・精算書（平成２２年度） 千葉学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2011 千葉学習センター 会計 前渡資金要求書・精算書 前渡資金要求書・精算書（平成２３年度） 千葉学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2012 千葉学習センター 会計 前渡資金要求書・精算書 前渡資金要求書・精算書（平成２４年度） 千葉学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2013 千葉学習センター 会計 前渡資金要求書・精算書 前渡資金要求書・精算書（平成２５年度） 千葉学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2014 千葉学習センター 会計 前渡資金要求書・精算書 前渡資金要求書・精算書（平成２６年度） 千葉学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2015 千葉学習センター 会計 前渡資金要求書・精算書 前渡資金要求書・精算書（平成２７年度） 千葉学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2016 千葉学習センター 会計 前渡資金要求書・精算書 前途資金要求書・清算書（平成２８年度） 千葉学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2017 千葉学習センター 会計 前渡資金要求書・精算書 前途資金要求書・清算書（平成２９年度） 千葉学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2018 千葉学習センター 会計 前渡資金要求書・精算書 前途資金要求書・清算書（平成３０年度） 千葉学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2019 千葉学習センター 会計 前渡資金要求書・精算書 前途資金要求書・清算書（令和元年度） 千葉学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2010 千葉学習センター 会計 前渡資金出納簿 前渡資金出納簿（平成２２年度） 千葉学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2011 千葉学習センター 会計 前渡資金出納簿 前渡資金出納簿（平成２３年度） 千葉学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2012 千葉学習センター 会計 前渡資金出納簿 前渡資金出納簿（平成２４年度） 千葉学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2013 千葉学習センター 会計 前渡資金出納簿 前渡資金出納簿（平成２５年度） 千葉学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2014 千葉学習センター 会計 前渡資金出納簿 前渡資金出納簿（平成２６年度） 千葉学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2015 千葉学習センター 会計 前渡資金出納簿 前渡資金出納簿（平成２７年度） 千葉学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2016 千葉学習センター 会計 前渡資金出納簿 前途資金出納簿（平成２８年度） 千葉学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2017 千葉学習センター 会計 前渡資金出納簿 前途資金出納簿（平成２９年度） 千葉学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2018 千葉学習センター 会計 前渡資金出納簿 前途資金出納簿（平成３０年度） 千葉学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2019 千葉学習センター 会計 前渡資金出納簿 前途資金出納簿（令和元年度） 千葉学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2010 千葉学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等受払簿（平成２２年度） 千葉学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2011 千葉学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等受払簿（平成２３年度） 千葉学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2012 千葉学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等受払簿（平成２４年度） 千葉学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2013 千葉学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等受払簿（平成２５年度） 千葉学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2014 千葉学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等受払簿（平成２６年度） 千葉学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2015 千葉学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等受払簿（平成２７年度） 千葉学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2016 千葉学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等受払簿（平成２８年度） 千葉学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2017 千葉学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等受払簿（平成２９年度） 千葉学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2018 千葉学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等受払簿（平成３０年度） 千葉学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2019 千葉学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等受払簿（令和元年度） 千葉学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2010 千葉学習センター 会計 現金収入出納簿 現金収入出納簿（平成２２年度） 千葉学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2011 千葉学習センター 会計 現金収入出納簿 現金収入出納簿（平成２３年度） 千葉学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2012 千葉学習センター 会計 現金収入出納簿 現金収入出納簿（平成２４年度） 千葉学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2013 千葉学習センター 会計 現金収入出納簿 現金収入出納簿（平成２５年度） 千葉学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2014 千葉学習センター 会計 現金収入出納簿 現金収入出納簿（平成２６年度） 千葉学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2015 千葉学習センター 会計 現金収入出納簿 現金収入出納簿（平成２７年度） 千葉学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2016 千葉学習センター 会計 現金収入出納簿 現金収入出納簿（平成２８年度） 千葉学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2017 千葉学習センター 会計 現金収入出納簿 現金収入出納簿（平成２９年度） 千葉学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2018 千葉学習センター 会計 現金収入出納簿 現金収入出納簿（平成３０年度） 千葉学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2019 千葉学習センター 会計 現金収入出納簿 現金収入出納簿（令和元年度） 千葉学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2010 千葉学習センター 会計 出納員・現金払込 出納員・現金払込（平成２２年度） 千葉学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2011 千葉学習センター 会計 出納員・現金払込 出納員・現金払込（平成２３年度） 千葉学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2012 千葉学習センター 会計 出納員・現金払込 出納員・現金払込（平成２４年度） 千葉学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2013 千葉学習センター 会計 出納員・現金払込 出納員・現金払込（平成２５年度） 千葉学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2014 千葉学習センター 会計 出納員・現金払込 出納員・現金払込（平成２６年度） 千葉学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2015 千葉学習センター 会計 出納員・現金払込 出納員・現金払込（平成２７年度） 千葉学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2016 千葉学習センター 会計 出納員・現金払込 出納員・現金払込（平成２８年度） 千葉学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2017 千葉学習センター 会計 出納員・現金払込 出納員・現金払込（平成２９年度） 千葉学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2018 千葉学習センター 会計 出納員・現金払込 出納員・現金払込（平成３０年度） 千葉学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
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2019 千葉学習センター 会計 出納員・現金払込 出納員・現金払込（令和元年度） 千葉学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2010 千葉学習センター 会計 物品取得及び修繕（役務）請求書 物品取得及び修繕（役務）請求書（平成２２年度） 千葉学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 教務係 廃棄
2011 千葉学習センター 会計 物品取得及び修繕（役務）請求書 物品取得及び修繕（役務）請求書（平成２３年度） 千葉学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 教務係 廃棄
2012 千葉学習センター 会計 物品取得及び修繕（役務）請求書 物品取得及び修繕（役務）請求書（平成２４年度） 千葉学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 教務係 廃棄
2013 千葉学習センター 会計 物品取得及び修繕（役務）請求書 物品取得及び修繕（役務）請求書（平成２５年度） 千葉学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2014 千葉学習センター 会計 物品取得及び修繕（役務）請求書 物品取得及び修繕（役務）請求書（平成２６年度） 千葉学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2015 千葉学習センター 会計 物品取得及び修繕（役務）請求書 物品取得及び修繕（役務）請求書（平成２７年度） 千葉学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2016 千葉学習センター 会計 物品取得及び修繕（役務）請求書 物品取得及び修繕（役務）請求書（平成２８年度） 千葉学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2017 千葉学習センター 会計 物品取得及び修繕（役務）請求書 物品取得及び修繕（役務）請求書（平成２９年度） 千葉学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2018 千葉学習センター 会計 物品取得及び修繕（役務）請求書 物品取得及び修繕（役務）請求書（平成３０年度） 千葉学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2019 千葉学習センター 会計 物品取得及び修繕（役務）請求書 物品取得及び修繕（役務）請求書（令和元年度） 千葉学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2017 千葉学習センター 施設 消防・防災関係 消防・防災関係（平成２９年度） 千葉学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2018 千葉学習センター 施設 消防・防災関係 消防・防災関係（平成３０年度） 千葉学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2019 千葉学習センター 施設 消防・防災関係 消防・防災関係（令和元年度） 千葉学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 千葉学習センター 千葉学習センター事務長 総務係 廃棄
2010 東京文京学習センター 式典 第1学期卒業証書・学位記授与式 第1学期卒業証書・学位記授与式（平成22年度） 東京文京学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 東京文京学習センター 東京文京学習センター事務長 総務係 廃棄
2011 東京文京学習センター 式典 第1学期卒業証書・学位記授与式 第1学期卒業証書・学位記授与式（平成23年度） 東京文京学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 東京文京学習センター 東京文京学習センター事務長 総務係 廃棄
2012 東京文京学習センター 式典 第1学期卒業証書・学位記授与式 第1学期卒業証書・学位記授与式（平成24年度） 東京文京学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 東京文京学習センター 東京文京学習センター事務長 総務係 廃棄
2013 東京文京学習センター 式典 第1学期卒業証書・学位記授与式 第1学期卒業証書・学位記授与式（平成25年度） 東京文京学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 東京文京学習センター 東京文京学習センター事務長 総務係 廃棄
2014 東京文京学習センター 式典 第1学期卒業証書・学位記授与式 第1学期卒業証書・学位記授与式（平成26年度） 東京文京学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 東京文京学習センター 東京文京学習センター事務長 総務係 廃棄
2015 東京文京学習センター 式典 第1学期卒業証書・学位記授与式 第1学期卒業証書・学位記授与式（平成27年度） 東京文京学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 東京文京学習センター 東京文京学習センター事務長 総務係 廃棄
2016 東京文京学習センター 式典 第1学期卒業証書・学位記授与式 第1学期卒業証書・学位記授与式（平成28年度） 東京文京学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 東京文京学習センター 東京文京学習センター事務長 総務係 廃棄
2017 東京文京学習センター 式典 第1学期卒業証書・学位記授与式 第1学期卒業証書・学位記授与式（平成29年度） 東京文京学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 東京文京学習センター 東京文京学習センター事務長 総務係 廃棄
2018 東京文京学習センター 式典 第1学期卒業証書・学位記授与式 第1学期卒業証書・学位記授与式（平成30年度） 東京文京学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 東京文京学習センター 東京文京学習センター事務長 総務係 廃棄
2019 東京文京学習センター 式典 第1学期卒業証書・学位記授与式 第1学期卒業証書・学位記授与式（令和元年度） 東京文京学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 東京文京学習センター 東京文京学習センター事務長 総務係 廃棄
2010 東京文京学習センター 式典 入学者の集い 入学者の集い（平成22年度） 東京文京学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 東京文京学習センター 東京文京学習センター事務長 総務係 廃棄
2011 東京文京学習センター 式典 入学者の集い 入学者の集い（平成23年度） 東京文京学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 東京文京学習センター 東京文京学習センター事務長 総務係 廃棄
2012 東京文京学習センター 式典 入学者の集い 入学者の集い（平成24年度） 東京文京学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 東京文京学習センター 東京文京学習センター事務長 総務係 廃棄
2013 東京文京学習センター 式典 入学者の集い 入学者の集い（平成25年度） 東京文京学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 東京文京学習センター 東京文京学習センター事務長 総務係 廃棄
2014 東京文京学習センター 式典 入学者の集い 入学者の集い（平成26年度） 東京文京学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 東京文京学習センター 東京文京学習センター事務長 総務係 廃棄
2015 東京文京学習センター 式典 入学者の集い 入学者の集い（平成27年度） 東京文京学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 東京文京学習センター 東京文京学習センター事務長 総務係 廃棄
2016 東京文京学習センター 式典 入学者の集い 入学者の集い（平成28年度） 東京文京学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 東京文京学習センター 東京文京学習センター事務長 総務係 廃棄
2017 東京文京学習センター 式典 入学者の集い 入学者の集い（平成29年度） 東京文京学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 東京文京学習センター 東京文京学習センター事務長 総務係 廃棄
2018 東京文京学習センター 式典 入学者の集い 入学者の集い（平成30年度） 東京文京学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 東京文京学習センター 東京文京学習センター事務長 総務係 廃棄
2019 東京文京学習センター 式典 入学者の集い 入学者の集い（令和元年度） 東京文京学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 東京文京学習センター 東京文京学習センター事務長 総務係 廃棄
2015 東京文京学習センター 人事 客員関係 客員関係（平成27年度） 東京文京学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 東京文京学習センター 東京文京学習センター事務長 総務係 廃棄
2016 東京文京学習センター 人事 客員関係 客員関係（平成28年度） 東京文京学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 東京文京学習センター 東京文京学習センター事務長 総務係 廃棄
2017 東京文京学習センター 人事 客員関係 客員関係（平成29年度） 東京文京学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 東京文京学習センター 東京文京学習センター事務長 総務係 廃棄
2018 東京文京学習センター 人事 客員関係 客員関係（平成30年度） 東京文京学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 東京文京学習センター 東京文京学習センター事務長 総務係 廃棄
2019 東京文京学習センター 人事 客員関係 客員関係（令和元年度） 東京文京学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 東京文京学習センター 東京文京学習センター事務長 総務係 廃棄
2015 東京文京学習センター 人事 常勤職員記録文書 常勤職員記録文書（平成27年度） 東京文京学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 東京文京学習センター 東京文京学習センター事務長 総務係 廃棄
2016 東京文京学習センター 人事 常勤職員記録文書 常勤職員記録文書（平成28年度） 東京文京学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 東京文京学習センター 東京文京学習センター事務長 総務係 廃棄
2017 東京文京学習センター 人事 常勤職員記録文書 常勤職員記録文書（平成29年度） 東京文京学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 東京文京学習センター 東京文京学習センター事務長 総務係 廃棄
2018 東京文京学習センター 人事 常勤職員記録文書 常勤職員記録文書（平成30年度） 東京文京学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 東京文京学習センター 東京文京学習センター事務長 総務係 廃棄
2019 東京文京学習センター 人事 常勤職員記録文書 常勤職員記録文書（令和元年度） 東京文京学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 東京文京学習センター 東京文京学習センター事務長 総務係 廃棄
2015 東京文京学習センター 人事 非常勤講師委嘱関係 非常勤講師委嘱関係（平成27年度） 東京文京学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 東京文京学習センター 東京文京学習センター事務長 総務係 廃棄
2016 東京文京学習センター 人事 非常勤講師委嘱関係 非常勤講師委嘱関係（平成28年度） 東京文京学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 東京文京学習センター 東京文京学習センター事務長 総務係 廃棄
2017 東京文京学習センター 人事 非常勤講師委嘱関係 非常勤講師委嘱関係（平成29年度） 東京文京学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 東京文京学習センター 東京文京学習センター事務長 総務係 廃棄
2018 東京文京学習センター 人事 非常勤講師委嘱関係 非常勤講師委嘱関係（平成30年度） 東京文京学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 東京文京学習センター 東京文京学習センター事務長 総務係 廃棄
2019 東京文京学習センター 人事 非常勤講師委嘱関係 非常勤講師委嘱関係（令和元年度） 東京文京学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 東京文京学習センター 東京文京学習センター事務長 総務係 廃棄
2015 東京文京学習センター 人事 非常勤職員記録文書（時間雇用） 非常勤職員記録文書（時間雇用）（平成27年度） 東京文京学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 東京文京学習センター 東京文京学習センター事務長 総務係 廃棄
2016 東京文京学習センター 人事 非常勤職員記録文書（時間雇用） 期間業務職員・時間雇用職員任免関係（平成28年度） 東京文京学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 東京文京学習センター 東京文京学習センター事務長 総務係 廃棄
2017 東京文京学習センター 人事 非常勤職員記録文書（時間雇用） 期間業務職員・時間雇用職員任免関係（平成29年度） 東京文京学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 東京文京学習センター 東京文京学習センター事務長 総務係 廃棄
2018 東京文京学習センター 人事 非常勤職員記録文書（時間雇用） 期間業務職員・時間雇用職員任免関係（平成30年度） 東京文京学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 東京文京学習センター 東京文京学習センター事務長 総務係 廃棄
2019 東京文京学習センター 人事 非常勤職員記録文書（時間雇用） 期間業務職員・時間雇用職員任免関係（令和元年度） 東京文京学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 東京文京学習センター 東京文京学習センター事務長 総務係 廃棄
2017 東京文京学習センター 諸会議 東京文京学習センター会議 東京文京学習センター会議（平成29年度） 東京文京学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 東京文京学習センター 東京文京学習センター事務長 総務係 廃棄
2018 東京文京学習センター 諸会議 東京文京学習センター会議 東京文京学習センター会議（平成30年度） 東京文京学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 東京文京学習センター 東京文京学習センター事務長 総務係 廃棄
2019 東京文京学習センター 諸会議 東京文京学習センター会議 東京文京学習センター会議（令和元年度） 東京文京学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 東京文京学習センター 東京文京学習センター事務長 総務係 廃棄
2015 東京文京学習センター 広報 広報活動 広報活動（平成27年度） 東京文京学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 東京文京学習センター 東京文京学習センター事務長 総務係 廃棄
2016 東京文京学習センター 広報 広報活動 広報関係（平成28年度） 東京文京学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 東京文京学習センター 東京文京学習センター事務長 総務係 廃棄
2017 東京文京学習センター 広報 広報活動 広報関係（平成29年度） 東京文京学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 東京文京学習センター 東京文京学習センター事務長 総務係 廃棄
2018 東京文京学習センター 広報 広報活動 広報関係（平成30年度） 東京文京学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 東京文京学習センター 東京文京学習センター事務長 総務係 廃棄
2019 東京文京学習センター 広報 広報活動 広報関係（令和元年度） 東京文京学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 東京文京学習センター 東京文京学習センター事務長 総務係 廃棄
2010 東京文京学習センター 庶務 出張復命書 出張復命書（平成22年度） 東京文京学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 東京文京学習センター 東京文京学習センター事務長 総務係 廃棄
2011 東京文京学習センター 庶務 出張復命書 出張復命書（平成23年度） 東京文京学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 東京文京学習センター 東京文京学習センター事務長 総務係 廃棄
2012 東京文京学習センター 庶務 出張復命書 出張復命書（平成24年度） 東京文京学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 東京文京学習センター 東京文京学習センター事務長 総務係 廃棄
2013 東京文京学習センター 庶務 出張復命書 出張復命書（平成25年度） 東京文京学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 東京文京学習センター 東京文京学習センター事務長 総務係 廃棄
2014 東京文京学習センター 庶務 出張復命書 出張復命書（平成26年度） 東京文京学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 東京文京学習センター 東京文京学習センター事務長 総務係 廃棄
2015 東京文京学習センター 庶務 出張復命書 出張復命書（平成27年度） 東京文京学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 東京文京学習センター 東京文京学習センター事務長 総務係 廃棄
2016 東京文京学習センター 庶務 出張復命書 出張復命書（平成28年度） 東京文京学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 東京文京学習センター 東京文京学習センター事務長 総務係 廃棄
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措置結果
2015 東京文京学習センター 庶務 文書処理簿 文書処理簿（平成27年度） 東京文京学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 東京文京学習センター 東京文京学習センター事務長 総務係 廃棄
2016 東京文京学習センター 庶務 文書処理簿 文書処理簿（平成28年度） 東京文京学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 東京文京学習センター 東京文京学習センター事務長 総務係 廃棄
2017 東京文京学習センター 庶務 文書処理簿 文書処理簿（平成29年度） 東京文京学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 東京文京学習センター 東京文京学習センター事務長 総務係 廃棄
2018 東京文京学習センター 庶務 文書処理簿 文書処理簿（平成30年度） 東京文京学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 東京文京学習センター 東京文京学習センター事務長 総務係 廃棄
2019 東京文京学習センター 庶務 文書処理簿 文書処理簿（令和元年度） 東京文京学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 電子（共有サーバー内） 東京文京学習センター 東京文京学習センター事務長 総務係 廃棄
2010 東京文京学習センター 庶務 旅行命令簿 旅行命令簿（平成22年度） 東京文京学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 東京文京学習センター 東京文京学習センター事務長 総務係 廃棄
2011 東京文京学習センター 庶務 旅行命令簿 旅行命令簿（平成23年度） 東京文京学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 東京文京学習センター 東京文京学習センター事務長 総務係 廃棄
2012 東京文京学習センター 庶務 旅行命令簿 旅行命令簿（平成24年度） 東京文京学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 東京文京学習センター 東京文京学習センター事務長 総務係 廃棄
2013 東京文京学習センター 庶務 旅行命令簿 旅行命令簿（平成25年度） 東京文京学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 東京文京学習センター 東京文京学習センター事務長 総務係 廃棄
2014 東京文京学習センター 庶務 旅行命令簿 旅行命令簿（平成26年度） 東京文京学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 東京文京学習センター 東京文京学習センター事務長 総務係 廃棄
2015 東京文京学習センター 庶務 旅行命令簿 旅行命令簿（平成27年度） 東京文京学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 東京文京学習センター 東京文京学習センター事務長 総務係 廃棄
2016 東京文京学習センター 庶務 旅行命令簿 旅行命令簿（平成28年度） 東京文京学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 東京文京学習センター 東京文京学習センター事務長 総務係 廃棄
2017 東京文京学習センター 庶務 旅行命令簿 旅行命令簿（平成29年度） 東京文京学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 東京文京学習センター 東京文京学習センター事務長 総務係 廃棄
2018 東京文京学習センター 庶務 旅行命令簿 旅行命令簿（平成30年度） 東京文京学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 東京文京学習センター 東京文京学習センター事務長 総務係 廃棄
2019 東京文京学習センター 庶務 旅行命令簿 旅行命令簿（令和元年度） 東京文京学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 東京文京学習センター 東京文京学習センター事務長 総務係 廃棄
2015 東京文京学習センター 庶務 学習センター利用手引き 学習センター利用手引き（平成27年度） 東京文京学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 東京文京学習センター 東京文京学習センター事務長 総務係 廃棄
2016 東京文京学習センター 庶務 学習センター利用手引き 学習センター利用手引き（平成28年度） 東京文京学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 東京文京学習センター 東京文京学習センター事務長 総務係 廃棄
2017 東京文京学習センター 庶務 学習センター利用手引き 学習センター利用手引き（平成29年度） 東京文京学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 東京文京学習センター 東京文京学習センター事務長 総務係 廃棄
2018 東京文京学習センター 庶務 学習センター利用手引き 学習センター利用手引き（平成30年度） 東京文京学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 東京文京学習センター 東京文京学習センター事務長 総務係 廃棄
2019 東京文京学習センター 庶務 学習センター利用手引き 学習センター利用手引き（令和元年度） 東京文京学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 東京文京学習センター 東京文京学習センター事務長 総務係 廃棄
2017 東京文京学習センター 職員 勤務時間報告書 勤務時間報告書（平成29年度） 東京文京学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 東京文京学習センター 東京文京学習センター事務長 総務係 廃棄
2018 東京文京学習センター 職員 勤務時間報告書 勤務時間報告書（平成30年度） 東京文京学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 東京文京学習センター 東京文京学習センター事務長 総務係 廃棄
2019 東京文京学習センター 職員 勤務時間報告書 勤務時間報告書（令和元年度） 東京文京学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 東京文京学習センター 東京文京学習センター事務長 総務係 廃棄
2010 東京文京学習センター 職員 兼業申請書 兼業申請書（平成22年度） 東京文京学習センター事務長 2011/4/1 3年（兼業終了後） 紙 東京文京学習センター 東京文京学習センター事務長 総務係 廃棄
2011 東京文京学習センター 職員 兼業申請書 兼業申請書（平成23年度） 東京文京学習センター事務長 2012/4/1 3年（兼業終了後） 紙 東京文京学習センター 東京文京学習センター事務長 総務係 廃棄
2012 東京文京学習センター 職員 兼業申請書 兼業申請書（平成24年度） 東京文京学習センター事務長 2013/4/1 3年（兼業終了後） 紙 東京文京学習センター 東京文京学習センター事務長 総務係 廃棄
2013 東京文京学習センター 職員 兼業申請書 兼業申請書（平成25年度） 東京文京学習センター事務長 2014/4/1 3年（兼業終了後） 紙 東京文京学習センター 東京文京学習センター事務長 総務係 廃棄
2014 東京文京学習センター 職員 兼業申請書 兼業申請書（平成26年度） 東京文京学習センター事務長 2015/4/1 3年（兼業終了後） 紙 東京文京学習センター 東京文京学習センター事務長 総務係 廃棄
2015 東京文京学習センター 職員 兼業申請書 兼業申請書（平成27年度） 東京文京学習センター事務長 2016/4/1 3年（兼業終了後） 紙 東京文京学習センター 東京文京学習センター事務長 総務係 廃棄
2016 東京文京学習センター 職員 兼業申請書 兼業申請書（平成28年度） 東京文京学習センター事務長 2017/4/1 3年（兼業終了後） 紙 東京文京学習センター 東京文京学習センター事務長 総務係 廃棄
2017 東京文京学習センター 職員 兼業申請書 兼業申請書（平成29年度） 東京文京学習センター事務長 2018/4/1 3年（兼業終了後） 紙 東京文京学習センター 東京文京学習センター事務長 総務係 廃棄
2018 東京文京学習センター 職員 兼業申請書 兼業申請書（平成30年度） 東京文京学習センター事務長 2019/4/1 3年（兼業終了後） 紙 東京文京学習センター 東京文京学習センター事務長 総務係 廃棄
2015 東京文京学習センター 職員 週休日及び勤務時間割振表 週休日及び勤務時間割振表（27年度） 東京文京学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 東京文京学習センター 東京文京学習センター事務長 総務係 廃棄
2016 東京文京学習センター 職員 週休日及び勤務時間割振表 週休日及び勤務時間割振表（28年度） 東京文京学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 東京文京学習センター 東京文京学習センター事務長 総務係 廃棄
2017 東京文京学習センター 職員 週休日及び勤務時間割振表 週休日及び勤務時間割振表（29年度） 東京文京学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 東京文京学習センター 東京文京学習センター事務長 総務係 廃棄
2018 東京文京学習センター 職員 週休日及び勤務時間割振表 週休日及び勤務時間割振表（30年度） 東京文京学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 東京文京学習センター 東京文京学習センター事務長 総務係 廃棄
2019 東京文京学習センター 職員 週休日及び勤務時間割振表 週休日及び勤務時間割振表（令和元年度） 東京文京学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 東京文京学習センター 東京文京学習センター事務長 総務係 廃棄
2017 東京文京学習センター 職員 出勤簿 出勤簿（平成29年度） 東京文京学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 東京文京学習センター 東京文京学習センター事務長 総務係 廃棄
2018 東京文京学習センター 職員 出勤簿 出勤簿（平成30年度） 東京文京学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 東京文京学習センター 東京文京学習センター事務長 総務係 廃棄
2019 東京文京学習センター 職員 出勤簿 出勤簿（令和元年度） 東京文京学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 東京文京学習センター 東京文京学習センター事務長 総務係 廃棄
2010 東京文京学習センター 職員 福利厚生 福利厚生関係書類（平成22年度） 東京文京学習センター事務長 2011/4/1 3年（支給喪失から） 紙 東京文京学習センター 東京文京学習センター事務長 総務係 廃棄
2011 東京文京学習センター 職員 福利厚生 福利厚生関係書類（平成23年度） 東京文京学習センター事務長 2012/4/1 3年（支給喪失から） 紙 東京文京学習センター 東京文京学習センター事務長 総務係 廃棄
2012 東京文京学習センター 職員 福利厚生 福利厚生関係書類（平成24年度） 東京文京学習センター事務長 2013/4/1 3年（支給喪失から） 紙 東京文京学習センター 東京文京学習センター事務長 総務係 廃棄
2013 東京文京学習センター 職員 福利厚生 福利厚生関係書類（平成25年度） 東京文京学習センター事務長 2014/4/1 3年（支給喪失から） 紙 東京文京学習センター 東京文京学習センター事務長 総務係 廃棄
2014 東京文京学習センター 職員 福利厚生 福利厚生関係書類（平成26年度） 東京文京学習センター事務長 2015/4/1 3年（支給喪失から） 紙 東京文京学習センター 東京文京学習センター事務長 総務係 廃棄
2015 東京文京学習センター 職員 福利厚生 福利厚生関係書類（平成27年度） 東京文京学習センター事務長 2016/4/1 3年（支給喪失から） 紙 東京文京学習センター 東京文京学習センター事務長 総務係 廃棄
2016 東京文京学習センター 職員 福利厚生 私立学校教職員共済関係（平成28年度） 東京文京学習センター事務長 2017/4/1 3年（支給喪失から） 紙 東京文京学習センター 東京文京学習センター事務長 総務係 廃棄
2017 東京文京学習センター 職員 福利厚生 私立学校教職員共済関係（平成29年度） 東京文京学習センター事務長 2018/4/1 3年（支給喪失から） 紙 東京文京学習センター 東京文京学習センター事務長 総務係 廃棄
2018 東京文京学習センター 職員 福利厚生 私立学校教職員共済関係（平成30年度） 東京文京学習センター事務長 2019/4/1 3年（支給喪失から） 紙 東京文京学習センター 東京文京学習センター事務長 総務係 廃棄
2019 東京文京学習センター 職員 福利厚生 私立学校教職員共済関係（令和元年度） 東京文京学習センター事務長 2020/4/1 3年（支給喪失から） 紙 東京文京学習センター 東京文京学習センター事務長 総務係 廃棄
2010 東京文京学習センター 職員 住居手当 住居手当（平成22年度） 東京文京学習センター事務長 2011/4/1 3年（支給喪失から） 紙 東京文京学習センター 東京文京学習センター事務長 総務係 廃棄
2011 東京文京学習センター 職員 住居手当 住居手当（平成23年度） 東京文京学習センター事務長 2012/4/1 3年（支給喪失から） 紙 東京文京学習センター 東京文京学習センター事務長 総務係 廃棄
2012 東京文京学習センター 職員 住居手当 住居手当（平成24年度） 東京文京学習センター事務長 2013/4/1 3年（支給喪失から） 紙 東京文京学習センター 東京文京学習センター事務長 総務係 廃棄
2013 東京文京学習センター 職員 住居手当 住居手当（平成25年度） 東京文京学習センター事務長 2014/4/1 3年（支給喪失から） 紙 東京文京学習センター 東京文京学習センター事務長 総務係 廃棄
2014 東京文京学習センター 職員 住居手当 住居手当（平成26年度） 東京文京学習センター事務長 2015/4/1 3年（支給喪失から） 紙 東京文京学習センター 東京文京学習センター事務長 総務係 廃棄
2015 東京文京学習センター 職員 住居手当 住居手当（平成27年度） 東京文京学習センター事務長 2016/4/1 3年（支給喪失から） 紙 東京文京学習センター 東京文京学習センター事務長 総務係 廃棄
2016 東京文京学習センター 職員 住居手当 住居手当（平成28年度） 東京文京学習センター事務長 2017/4/1 3年（支給喪失から） 紙 東京文京学習センター 東京文京学習センター事務長 総務係 廃棄
2017 東京文京学習センター 職員 住居手当 住居手当（平成29年度） 東京文京学習センター事務長 2018/4/1 3年（支給喪失から） 紙 東京文京学習センター 東京文京学習センター事務長 総務係 廃棄
2018 東京文京学習センター 職員 住居手当 住居手当（平成30年度） 東京文京学習センター事務長 2019/4/1 3年（支給喪失から） 紙 東京文京学習センター 東京文京学習センター事務長 総務係 廃棄
2019 東京文京学習センター 職員 住居手当 住居手当（令和元年度） 東京文京学習センター事務長 2020/4/1 3年（支給喪失から） 紙 東京文京学習センター 東京文京学習センター事務長 総務係 廃棄
2010 東京文京学習センター 職員 通勤手当 通勤手当（平成22年度） 東京文京学習センター事務長 2011/4/1 3年（支給喪失から） 紙 東京文京学習センター 東京文京学習センター事務長 総務係 廃棄
2011 東京文京学習センター 職員 通勤手当 通勤手当（平成23年度） 東京文京学習センター事務長 2012/4/1 3年（支給喪失から） 紙 東京文京学習センター 東京文京学習センター事務長 総務係 廃棄
2012 東京文京学習センター 職員 通勤手当 通勤手当（平成24年度） 東京文京学習センター事務長 2013/4/1 3年（支給喪失から） 紙 東京文京学習センター 東京文京学習センター事務長 総務係 廃棄
2013 東京文京学習センター 職員 通勤手当 通勤手当（平成25年度） 東京文京学習センター事務長 2014/4/1 3年（支給喪失から） 紙 東京文京学習センター 東京文京学習センター事務長 総務係 廃棄
2014 東京文京学習センター 職員 通勤手当 通勤手当（平成26年度） 東京文京学習センター事務長 2015/4/1 3年（支給喪失から） 紙 東京文京学習センター 東京文京学習センター事務長 総務係 廃棄
2015 東京文京学習センター 職員 通勤手当 通勤手当（平成27年度） 東京文京学習センター事務長 2016/4/1 3年（支給喪失から） 紙 東京文京学習センター 東京文京学習センター事務長 総務係 廃棄
2016 東京文京学習センター 職員 通勤手当 通勤手当（平成28年度） 東京文京学習センター事務長 2017/4/1 3年（支給喪失から） 紙 東京文京学習センター 東京文京学習センター事務長 総務係 廃棄
2017 東京文京学習センター 職員 通勤手当 通勤手当（平成29年度） 東京文京学習センター事務長 2018/4/1 3年（支給喪失から） 紙 東京文京学習センター 東京文京学習センター事務長 総務係 廃棄
2018 東京文京学習センター 職員 通勤手当 通勤手当（平成30年度） 東京文京学習センター事務長 2019/4/1 3年（支給喪失から） 紙 東京文京学習センター 東京文京学習センター事務長 総務係 廃棄
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大分類 中分類
備考作成・取得年度等
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媒体の種別 保存場所 管理者 管理担当係等
保存期間満了時の

措置結果
2019 東京文京学習センター 職員 通勤手当 通勤手当（令和元年度） 東京文京学習センター事務長 2020/4/1 3年（支給喪失から） 紙 東京文京学習センター 東京文京学習センター事務長 総務係 廃棄
2010 東京文京学習センター 職員 扶養手当 扶養手当（平成22年度） 東京文京学習センター事務長 2011/4/1 3年（支給喪失から） 紙 東京文京学習センター 東京文京学習センター事務長 総務係 廃棄
2011 東京文京学習センター 職員 扶養手当 扶養手当（平成23年度） 東京文京学習センター事務長 2012/4/1 3年（支給喪失から） 紙 東京文京学習センター 東京文京学習センター事務長 総務係 廃棄
2012 東京文京学習センター 職員 扶養手当 扶養手当（平成24年度） 東京文京学習センター事務長 2013/4/1 3年（支給喪失から） 紙 東京文京学習センター 東京文京学習センター事務長 総務係 廃棄
2013 東京文京学習センター 職員 扶養手当 扶養手当（平成25年度） 東京文京学習センター事務長 2014/4/1 3年（支給喪失から） 紙 東京文京学習センター 東京文京学習センター事務長 総務係 廃棄
2014 東京文京学習センター 職員 扶養手当 扶養手当（平成26年度） 東京文京学習センター事務長 2015/4/1 3年（支給喪失から） 紙 東京文京学習センター 東京文京学習センター事務長 総務係 廃棄
2015 東京文京学習センター 職員 扶養手当 扶養手当（平成27年度） 東京文京学習センター事務長 2016/4/1 3年（支給喪失から） 紙 東京文京学習センター 東京文京学習センター事務長 総務係 廃棄
2016 東京文京学習センター 職員 扶養手当 扶養手当（平成28年度） 東京文京学習センター事務長 2017/4/1 3年（支給喪失から） 紙 東京文京学習センター 東京文京学習センター事務長 総務係 廃棄
2017 東京文京学習センター 職員 扶養手当 扶養手当（平成29年度） 東京文京学習センター事務長 2018/4/1 3年（支給喪失から） 紙 東京文京学習センター 東京文京学習センター事務長 総務係 廃棄
2018 東京文京学習センター 職員 扶養手当 扶養手当（平成30年度） 東京文京学習センター事務長 2019/4/1 3年（支給喪失から） 紙 東京文京学習センター 東京文京学習センター事務長 総務係 廃棄
2015 東京文京学習センター 面接授業 面接授業 面接授業（毎週型・土日型・集中型）（平成27年度） 東京文京学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 東京文京学習センター 東京文京学習センター事務長 教務係 廃棄
2016 東京文京学習センター 面接授業 面接授業 面接授業（毎週型・土日型・集中型）（平成28年度） 東京文京学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 東京文京学習センター 東京文京学習センター事務長 教務係 廃棄
2017 東京文京学習センター 面接授業 面接授業 面接授業（毎週型・土日型・集中型）（平成29年度） 東京文京学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 東京文京学習センター 東京文京学習センター事務長 教務係 廃棄
2018 東京文京学習センター 面接授業 面接授業 面接授業（毎週型・土日型・集中型）（平成30年度） 東京文京学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 東京文京学習センター 東京文京学習センター事務長 教務係 廃棄
2019 東京文京学習センター 面接授業 面接授業 面接授業（毎週型・土日型・集中型）（令和元年度） 東京文京学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 東京文京学習センター 東京文京学習センター事務長 教務係 廃棄
2015 東京文京学習センター 学生関係 学生研修旅行 学生研修旅行（平成27年度） 東京文京学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 東京文京学習センター 東京文京学習センター事務長 教務係 廃棄
2016 東京文京学習センター 学生関係 学生研修旅行 学生研修旅行（平成28年度） 東京文京学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 東京文京学習センター 東京文京学習センター事務長 教務係 廃棄
2017 東京文京学習センター 学生関係 学生研修旅行 学生研修旅行（平成29年度） 東京文京学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 東京文京学習センター 東京文京学習センター事務長 教務係 廃棄
2018 東京文京学習センター 学生関係 学生研修旅行 学生研修旅行（平成30年度） 東京文京学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 東京文京学習センター 東京文京学習センター事務長 教務係 廃棄
2019 東京文京学習センター 学生関係 学生研修旅行 学生研修旅行（令和元年度） 東京文京学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 東京文京学習センター 東京文京学習センター事務長 教務係 廃棄
2015 東京文京学習センター 学生関係 学生団体手続き 学生団体手続き（平成27年度） 東京文京学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 東京文京学習センター 東京文京学習センター事務長 教務係 廃棄
2016 東京文京学習センター 学生関係 学生団体手続き 学生団体手続き（平成28年度） 東京文京学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 東京文京学習センター 東京文京学習センター事務長 教務係 廃棄
2017 東京文京学習センター 学生関係 学生団体手続き 学生団体手続き（平成29年度） 東京文京学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 東京文京学習センター 東京文京学習センター事務長 教務係 廃棄
2018 東京文京学習センター 学生関係 学生団体手続き 学生団体手続き（平成30年度） 東京文京学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 東京文京学習センター 東京文京学習センター事務長 教務係 廃棄
2019 東京文京学習センター 学生関係 学生団体手続き 学生団体手続き（令和元年度） 東京文京学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 東京文京学習センター 東京文京学習センター事務長 教務係 廃棄
2015 東京文京学習センター 学生関係 学生名簿 学生名簿（平成27年度） 東京文京学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 東京文京学習センター 東京文京学習センター事務長 教務係 廃棄
2016 東京文京学習センター 学生関係 学生名簿 学生名簿（平成28年度） 東京文京学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 東京文京学習センター 東京文京学習センター事務長 教務係 廃棄
2017 東京文京学習センター 学生関係 学生名簿 学生名簿（平成29年度） 東京文京学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 東京文京学習センター 東京文京学習センター事務長 教務係 廃棄
2018 東京文京学習センター 学生関係 学生名簿 学生名簿（平成30年度） 東京文京学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 東京文京学習センター 東京文京学習センター事務長 教務係 廃棄
2015 東京文京学習センター 学生関係 学籍異動 学籍異動（平成27年度） 東京文京学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 東京文京学習センター 東京文京学習センター事務長 教務係 廃棄
2016 東京文京学習センター 学生関係 学籍異動 学籍異動（平成28年度） 東京文京学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 東京文京学習センター 東京文京学習センター事務長 教務係 廃棄
2017 東京文京学習センター 学生関係 学籍異動 学籍異動（平成29年度） 東京文京学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 東京文京学習センター 東京文京学習センター事務長 教務係 廃棄
2018 東京文京学習センター 学生関係 学籍異動 学籍異動（平成30年度） 東京文京学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 東京文京学習センター 東京文京学習センター事務長 教務係 廃棄
2015 東京文京学習センター 学生関係 日本育英会ほか奨学生関係 日本育英会ほか奨学生関係（平成27年度） 東京文京学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 東京文京学習センター 東京文京学習センター事務長 教務係 廃棄
2016 東京文京学習センター 学生関係 日本育英会ほか奨学生関係 日本育英会ほか奨学生関係（平成28年度） 東京文京学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 東京文京学習センター 東京文京学習センター事務長 教務係 廃棄
2017 東京文京学習センター 学生関係 日本育英会ほか奨学生関係 日本育英会ほか奨学生関係（平成29年度） 東京文京学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 東京文京学習センター 東京文京学習センター事務長 教務係 廃棄
2018 東京文京学習センター 学生関係 日本育英会ほか奨学生関係 日本育英会ほか奨学生関係（平成30年度） 東京文京学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 東京文京学習センター 東京文京学習センター事務長 教務係 廃棄
2019 東京文京学習センター 学生関係 日本育英会ほか奨学生関係 日本育英会ほか奨学生関係（令和元年度） 東京文京学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 東京文京学習センター 東京文京学習センター事務長 教務係 廃棄
2017 東京文京学習センター 証明書 教育職員に関する証明書・交付願 教育職員に関する証明書・交付願（平成29年度） 東京文京学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 東京文京学習センター 東京文京学習センター事務長 教務係 廃棄
2018 東京文京学習センター 証明書 教育職員に関する証明書・交付願 教育職員に関する証明書・交付願（平成30年度） 東京文京学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 東京文京学習センター 東京文京学習センター事務長 教務係 廃棄
2019 東京文京学習センター 証明書 教育職員に関する証明書・交付願 教育職員に関する証明書・交付願（令和元年度） 東京文京学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 東京文京学習センター 東京文京学習センター事務長 教務係 廃棄
2017 東京文京学習センター 証明書 司法教諭単位取得証明書・交付願 司法教諭単位取得証明書・交付願（平成29年度） 東京文京学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 東京文京学習センター 東京文京学習センター事務長 教務係 廃棄
2018 東京文京学習センター 証明書 司法教諭単位取得証明書・交付願 司法教諭単位取得証明書・交付願（平成30年度） 東京文京学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 東京文京学習センター 東京文京学習センター事務長 教務係 廃棄
2017 東京文京学習センター 証明書 その他証明書・交付願 その他証明書・交付願（平成29年度） 東京文京学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 東京文京学習センター 東京文京学習センター事務長 教務係 廃棄
2018 東京文京学習センター 証明書 その他証明書・交付願 その他証明書・交付願（平成30年度） 東京文京学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 東京文京学習センター 東京文京学習センター事務長 教務係 廃棄
2019 東京文京学習センター 証明書 その他証明書・交付願 その他証明書・交付願（令和元年度） 東京文京学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 東京文京学習センター 東京文京学習センター事務長 教務係 廃棄
2015 東京文京学習センター 入試 大学院入学試験 大学院入学試験（平成27年度） 東京文京学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 東京文京学習センター 東京文京学習センター事務長 教務係 廃棄
2016 東京文京学習センター 入試 大学院入学試験 大学院入学試験（平成28年度） 東京文京学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 東京文京学習センター 東京文京学習センター事務長 教務係 廃棄
2017 東京文京学習センター 入試 大学院入学試験 大学院入学試験（平成29年度） 東京文京学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 東京文京学習センター 東京文京学習センター事務長 教務係 廃棄
2018 東京文京学習センター 入試 大学院入学試験 大学院入学試験（平成30年度） 東京文京学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 東京文京学習センター 東京文京学習センター事務長 教務係 廃棄
2019 東京文京学習センター 入試 大学院入学試験 大学院入学試験（令和元年度） 東京文京学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 東京文京学習センター 東京文京学習センター事務長 教務係 廃棄
2015 東京文京学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験 単位認定試験（平成27年度1・2学期） 東京文京学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 東京文京学習センター 東京文京学習センター事務長 教務係 廃棄
2016 東京文京学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験 単位認定試験（平成28年度1・2学期） 東京文京学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 東京文京学習センター 東京文京学習センター事務長 教務係 廃棄
2017 東京文京学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験 単位認定試験（平成29年度1・2学期） 東京文京学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 東京文京学習センター 東京文京学習センター事務長 教務係 廃棄
2018 東京文京学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験 単位認定試験（平成30年度1・2学期） 東京文京学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 東京文京学習センター 東京文京学習センター事務長 教務係 廃棄
2019 東京文京学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験 単位認定試験（令和元年度1・2学期） 東京文京学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 東京文京学習センター 東京文京学習センター事務長 教務係 廃棄
2015 東京文京学習センター 会計 業務委託に関わる文書 業務委託に関わる文書（平成27年度） 東京文京学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 東京文京学習センター 東京文京学習センター事務長 総務係 廃棄
2016 東京文京学習センター 会計 業務委託に関わる文書 業務委託に関わる文書（平成28年度） 東京文京学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 東京文京学習センター 東京文京学習センター事務長 総務係 廃棄
2017 東京文京学習センター 会計 業務委託に関わる文書 業務委託に関わる文書（平成29年度） 東京文京学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 東京文京学習センター 東京文京学習センター事務長 総務係 廃棄
2018 東京文京学習センター 会計 業務委託に関わる文書 業務委託に関わる文書（平成30年度） 東京文京学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 東京文京学習センター 東京文京学習センター事務長 総務係 廃棄
2019 東京文京学習センター 会計 業務委託に関わる文書 業務委託に関わる文書（令和元年度） 東京文京学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 東京文京学習センター 東京文京学習センター事務長 総務係 廃棄
2011 東京文京学習センター 会計 現金出納簿 現金出納簿（平成23年度） 東京文京学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 東京文京学習センター 東京文京学習センター事務長 総務係 廃棄
2012 東京文京学習センター 会計 現金出納簿 現金出納簿（平成24年度） 東京文京学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 東京文京学習センター 東京文京学習センター事務長 総務係 廃棄
2013 東京文京学習センター 会計 現金出納簿 現金出納簿（平成25年度） 東京文京学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 東京文京学習センター 東京文京学習センター事務長 総務係 廃棄
2014 東京文京学習センター 会計 現金出納簿 現金出納簿（平成26年度） 東京文京学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 東京文京学習センター 東京文京学習センター事務長 総務係 廃棄
2015 東京文京学習センター 会計 現金出納簿 現金出納簿（平成27年度） 東京文京学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 東京文京学習センター 東京文京学習センター事務長 総務係 廃棄
2016 東京文京学習センター 会計 現金出納簿 現金出納簿（平成28年度） 東京文京学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 東京文京学習センター 東京文京学習センター事務長 総務係 廃棄
2017 東京文京学習センター 会計 現金出納簿 現金出納簿（平成29年度） 東京文京学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 東京文京学習センター 東京文京学習センター事務長 総務係 廃棄
2018 東京文京学習センター 会計 現金出納簿 現金出納簿（平成30年度） 東京文京学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 東京文京学習センター 東京文京学習センター事務長 総務係 廃棄
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措置結果
2019 東京文京学習センター 会計 現金出納簿 現金出納簿（令和元年度） 東京文京学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 東京文京学習センター 東京文京学習センター事務長 総務係 廃棄
2012 東京文京学習センター 会計 現金払込仕訳書 現金払込仕訳書（平成24年度） 東京文京学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 東京文京学習センター 東京文京学習センター事務長 総務係 廃棄
2013 東京文京学習センター 会計 現金払込仕訳書 現金払込仕訳書（平成25年度） 東京文京学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 東京文京学習センター 東京文京学習センター事務長 総務係 廃棄
2014 東京文京学習センター 会計 現金払込仕訳書 現金払込仕訳書（平成26年度） 東京文京学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 東京文京学習センター 東京文京学習センター事務長 総務係 廃棄
2015 東京文京学習センター 会計 現金払込仕訳書 現金払込仕訳書（平成27年度） 東京文京学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 東京文京学習センター 東京文京学習センター事務長 総務係 廃棄
2016 東京文京学習センター 会計 現金払込仕訳書 現金払込仕訳書（平成28年度） 東京文京学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 東京文京学習センター 東京文京学習センター事務長 総務係 廃棄
2017 東京文京学習センター 会計 現金払込仕訳書 現金払込仕訳書（平成29年度） 東京文京学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 東京文京学習センター 東京文京学習センター事務長 総務係 廃棄
2018 東京文京学習センター 会計 現金払込仕訳書 現金払込仕訳書（平成30年度） 東京文京学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 東京文京学習センター 東京文京学習センター事務長 総務係 廃棄
2019 東京文京学習センター 会計 現金払込仕訳書 現金払込仕訳書（令和元年度） 東京文京学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 東京文京学習センター 東京文京学習センター事務長 総務係 廃棄
2012 東京文京学習センター 会計 購入依頼書・債務計上票 購入依頼書・債務計上票（平成24年度） 東京文京学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 東京文京学習センター 東京文京学習センター事務長 総務係 廃棄
2013 東京文京学習センター 会計 購入依頼書・債務計上票 購入依頼書・債務計上票（平成25年度） 東京文京学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 東京文京学習センター 東京文京学習センター事務長 総務係 廃棄
2014 東京文京学習センター 会計 購入依頼書・債務計上票 購入依頼書・債務計上票（平成26年度） 東京文京学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 東京文京学習センター 東京文京学習センター事務長 総務係 廃棄
2015 東京文京学習センター 会計 購入依頼書・債務計上票 購入依頼書・債務計上票（平成27年度） 東京文京学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 東京文京学習センター 東京文京学習センター事務長 総務係 廃棄
2016 東京文京学習センター 会計 購入依頼書・債務計上票 購入依頼書・債務計上票（平成28年度） 東京文京学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 東京文京学習センター 東京文京学習センター事務長 総務係 廃棄
2017 東京文京学習センター 会計 購入依頼書・債務計上票 購入依頼書・債務計上票（平成29年度） 東京文京学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 東京文京学習センター 東京文京学習センター事務長 総務係 廃棄
2018 東京文京学習センター 会計 購入依頼書・債務計上票 購入依頼書・債務計上票（平成30年度） 東京文京学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 東京文京学習センター 東京文京学習センター事務長 総務係 廃棄
2019 東京文京学習センター 会計 購入依頼書・債務計上票 購入依頼書・債務計上票（令和元年度） 東京文京学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 東京文京学習センター 東京文京学習センター事務長 総務係 廃棄
2015 東京文京学習センター 会計 支払伝票 支払伝票（平成27年度） 東京文京学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 東京文京学習センター 東京文京学習センター事務長 総務係 廃棄
2016 東京文京学習センター 会計 支払伝票 支払伝票（平成28年度） 東京文京学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 東京文京学習センター 東京文京学習センター事務長 総務係 廃棄
2017 東京文京学習センター 会計 支払伝票 支払伝票（平成29年度） 東京文京学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 東京文京学習センター 東京文京学習センター事務長 総務係 廃棄
2018 東京文京学習センター 会計 支払伝票 支払伝票（平成30年度） 東京文京学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 東京文京学習センター 東京文京学習センター事務長 総務係 廃棄
2019 東京文京学習センター 会計 支払伝票 支払伝票（令和元年度） 東京文京学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 東京文京学習センター 東京文京学習センター事務長 総務係 廃棄
2015 東京文京学習センター 会計 出納員・現金払込 出納員・現金払込（平成27年度） 東京文京学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 東京文京学習センター 東京文京学習センター事務長 総務係 廃棄
2016 東京文京学習センター 会計 出納員・現金払込 出納員・現金払込（平成28年度） 東京文京学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 東京文京学習センター 東京文京学習センター事務長 総務係 廃棄
2017 東京文京学習センター 会計 出納員・現金払込 出納員・現金払込（平成29年度） 東京文京学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 東京文京学習センター 東京文京学習センター事務長 総務係 廃棄
2018 東京文京学習センター 会計 出納員・現金払込 出納員・現金払込（平成30年度） 東京文京学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 東京文京学習センター 東京文京学習センター事務長 総務係 廃棄
2019 東京文京学習センター 会計 出納員・現金払込 出納員・現金払込（令和元年度） 東京文京学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 東京文京学習センター 東京文京学習センター事務長 総務係 廃棄
2015 東京文京学習センター 会計 前渡資金出納簿 前渡資金出納簿（平成27年度） 東京文京学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 東京文京学習センター 東京文京学習センター事務長 総務係 廃棄
2016 東京文京学習センター 会計 前渡資金出納簿 前渡資金出納簿（平成28年度） 東京文京学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 東京文京学習センター 東京文京学習センター事務長 総務係 廃棄
2017 東京文京学習センター 会計 前渡資金出納簿 前渡資金出納簿（平成29年度） 東京文京学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 東京文京学習センター 東京文京学習センター事務長 総務係 廃棄
2018 東京文京学習センター 会計 前渡資金出納簿 前渡資金出納簿（平成30年度） 東京文京学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 東京文京学習センター 東京文京学習センター事務長 総務係 廃棄
2019 東京文京学習センター 会計 前渡資金出納簿 前渡資金出納簿（令和元年度） 東京文京学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 東京文京学習センター 東京文京学習センター事務長 総務係 廃棄
2015 東京文京学習センター 会計 前渡資金要求書・清算書 前渡資金要求書・清算書（平成27年度） 東京文京学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 東京文京学習センター 東京文京学習センター事務長 総務係 廃棄
2016 東京文京学習センター 会計 前渡資金要求書・清算書 前渡資金要求書・清算書（平成28年度） 東京文京学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 東京文京学習センター 東京文京学習センター事務長 総務係 廃棄
2017 東京文京学習センター 会計 前渡資金要求書・清算書 前渡資金要求書・清算書（平成29年度） 東京文京学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 東京文京学習センター 東京文京学習センター事務長 総務係 廃棄
2018 東京文京学習センター 会計 前渡資金要求書・清算書 前渡資金要求書・清算書（平成30年度） 東京文京学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 東京文京学習センター 東京文京学習センター事務長 総務係 廃棄
2019 東京文京学習センター 会計 前渡資金要求書・清算書 前渡資金要求書・清算書（令和元年度） 東京文京学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/4/1 紙 東京文京学習センター 東京文京学習センター事務長 総務係 廃棄
2013 東京文京学習センター 会計 入金実績リスト 入金実績リスト（平成25年度） 東京文京学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 東京文京学習センター 東京文京学習センター事務長 総務係 廃棄
2014 東京文京学習センター 会計 入金実績リスト 入金実績リスト（平成26年度） 東京文京学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 東京文京学習センター 東京文京学習センター事務長 総務係 廃棄
2015 東京文京学習センター 会計 入金実績リスト 入金実績リスト（平成27年度） 東京文京学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 東京文京学習センター 東京文京学習センター事務長 総務係 廃棄
2016 東京文京学習センター 会計 入金実績リスト 入金実績リスト（平成28年度） 東京文京学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 東京文京学習センター 東京文京学習センター事務長 総務係 廃棄
2017 東京文京学習センター 会計 入金実績リスト 入金実績リスト（平成29年度） 東京文京学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 東京文京学習センター 東京文京学習センター事務長 総務係 廃棄
2018 東京文京学習センター 会計 入金実績リスト 入金実績リスト（平成30年度） 東京文京学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 東京文京学習センター 東京文京学習センター事務長 総務係 廃棄
2019 東京文京学習センター 会計 入金実績リスト 入金実績リスト（令和元年度） 東京文京学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 東京文京学習センター 東京文京学習センター事務長 総務係 廃棄
2015 東京文京学習センター 会計 物品取得及び修繕（役務）請求書 物品取得及び修繕（役務）請求書（平成27年度） 東京文京学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 東京文京学習センター 東京文京学習センター事務長 総務係 廃棄
2016 東京文京学習センター 会計 物品取得及び修繕（役務）請求書 物品取得及び修繕（役務）請求書（平成28年度） 東京文京学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 東京文京学習センター 東京文京学習センター事務長 総務係 廃棄
2017 東京文京学習センター 会計 物品取得及び修繕（役務）請求書 物品取得及び修繕（役務）請求書（平成29年度） 東京文京学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 東京文京学習センター 東京文京学習センター事務長 総務係 廃棄
2018 東京文京学習センター 会計 物品取得及び修繕（役務）請求書 物品取得及び修繕（役務）請求書（平成30年度） 東京文京学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 東京文京学習センター 東京文京学習センター事務長 総務係 廃棄
2019 東京文京学習センター 会計 物品取得及び修繕（役務）請求書 物品取得及び修繕（役務）請求書（令和元年度） 東京文京学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 東京文京学習センター 東京文京学習センター事務長 総務係 廃棄
2015 東京文京学習センター 会計 予算執行計画書 予算執行計画書（平成27年度） 東京文京学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 東京文京学習センター 東京文京学習センター事務長 総務係 廃棄
2016 東京文京学習センター 会計 予算執行計画書 予算関係（平成28年度） 東京文京学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 東京文京学習センター 東京文京学習センター事務長 総務係 廃棄
2017 東京文京学習センター 会計 予算執行計画書 予算関係（平成29年度） 東京文京学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 東京文京学習センター 東京文京学習センター事務長 総務係 廃棄
2018 東京文京学習センター 会計 予算執行計画書 予算関係（平成30年度） 東京文京学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 東京文京学習センター 東京文京学習センター事務長 総務係 廃棄
2019 東京文京学習センター 会計 予算執行計画書 予算関係（令和元年度） 東京文京学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 東京文京学習センター 東京文京学習センター事務長 総務係 廃棄
2015 東京文京学習センター 会計 予算示達書 予算示達書（平成27年度） 東京文京学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 東京文京学習センター 東京文京学習センター事務長 総務係 廃棄
2016 東京文京学習センター 会計 予算示達書 予算示達書（平成28年度） 東京文京学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 東京文京学習センター 東京文京学習センター事務長 総務係 廃棄
2015 東京文京学習センター 出願 出願受付関係書類 出願受付関係書類（平成27年度） 東京文京学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 東京文京学習センター 東京文京学習センター事務長 教務係 廃棄
2016 東京文京学習センター 出願 出願受付関係書類 出願受付関係書類（平成28年度） 東京文京学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 東京文京学習センター 東京文京学習センター事務長 教務係 廃棄
2017 東京文京学習センター 出願 出願受付関係書類 出願受付関係書類（平成29年度） 東京文京学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 東京文京学習センター 東京文京学習センター事務長 教務係 廃棄
2018 東京文京学習センター 出願 出願受付関係書類 出願受付関係書類（平成30年度） 東京文京学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 東京文京学習センター 東京文京学習センター事務長 教務係 廃棄
2010 東京足立学習センター 式典 入学者の集い 入学者の集い（平成２２年度） 東京足立学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 東京足立学習センター 東京足立学習センター事務長 事務長 廃棄
2011 東京足立学習センター 式典 入学者の集い 入学者の集い（平成２３年度） 東京足立学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 東京足立学習センター 東京足立学習センター事務長 事務長 廃棄
2012 東京足立学習センター 式典 入学者の集い 入学者の集い（平成２４年度） 東京足立学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 東京足立学習センター 東京足立学習センター事務長 事務長 廃棄
2013 東京足立学習センター 式典 入学者の集い 入学者の集い（平成２５年度） 東京足立学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 東京足立学習センター 東京足立学習センター事務長 事務長 廃棄
2014 東京足立学習センター 式典 入学者の集い 入学者の集い（平成２６年度） 東京足立学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 東京足立学習センター 東京足立学習センター事務長 事務長 廃棄
2015 東京足立学習センター 式典 入学者の集い 入学者の集い（平成２７年度） 東京足立学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 東京足立学習センター 東京足立学習センター事務長 事務長 廃棄
2016 東京足立学習センター 式典 入学者の集い 入学者の集い（平成２８年度） 東京足立学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 東京足立学習センター 東京足立学習センター事務長 事務長 廃棄
2017 東京足立学習センター 式典 入学者の集い 入学者の集い（平成２９年度） 東京足立学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 東京足立学習センター 東京足立学習センター事務長 事務長 廃棄
2018 東京足立学習センター 式典 入学者の集い 入学者の集い（平成３０年度） 東京足立学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 東京足立学習センター 東京足立学習センター事務長 事務長 廃棄
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措置結果
2019 東京足立学習センター 式典 入学者の集い 入学者の集い（令和元年度） 東京足立学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 東京足立学習センター 東京足立学習センター事務長 事務長 廃棄
2010 東京足立学習センター 式典 卒業式 卒業式（平成２２年度） 東京足立学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 東京足立学習センター 東京足立学習センター事務長 事務長 廃棄
2011 東京足立学習センター 式典 卒業式 卒業式（平成２３年度） 東京足立学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 東京足立学習センター 東京足立学習センター事務長 事務長 廃棄
2012 東京足立学習センター 式典 卒業式 卒業式（平成２４年度） 東京足立学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 東京足立学習センター 東京足立学習センター事務長 事務長 廃棄
2013 東京足立学習センター 式典 卒業式 卒業式（平成２５年度） 東京足立学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 東京足立学習センター 東京足立学習センター事務長 事務長 廃棄
2014 東京足立学習センター 式典 卒業式 卒業式（平成２６年度） 東京足立学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 東京足立学習センター 東京足立学習センター事務長 事務長 廃棄
2015 東京足立学習センター 式典 卒業式 卒業式（平成２７年度） 東京足立学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 東京足立学習センター 東京足立学習センター事務長 事務長 廃棄
2016 東京足立学習センター 式典 卒業式 卒業式（平成２８年度） 東京足立学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 東京足立学習センター 東京足立学習センター事務長 事務長 廃棄
2017 東京足立学習センター 式典 卒業式 卒業式（平成２９年度） 東京足立学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 東京足立学習センター 東京足立学習センター事務長 事務長 廃棄
2018 東京足立学習センター 式典 卒業式 卒業式（平成３０年度） 東京足立学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 東京足立学習センター 東京足立学習センター事務長 事務長 廃棄
2019 東京足立学習センター 式典 卒業式 卒業式（令和元年度） 東京足立学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 東京足立学習センター 東京足立学習センター事務長 事務長 廃棄
2015 東京足立学習センター 人事 職員記録文書 職員記録文書（平成２７年度） 東京足立学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 東京足立学習センター 東京足立学習センター事務長 事務長 廃棄
2016 東京足立学習センター 人事 職員記録文書 職員記録文書（平成２８年度） 東京足立学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 東京足立学習センター 東京足立学習センター事務長 事務長 廃棄
2017 東京足立学習センター 人事 職員記録文書 職員記録文書（平成２９年度） 東京足立学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 東京足立学習センター 東京足立学習センター事務長 事務長 廃棄
2018 東京足立学習センター 人事 職員記録文書 職員記録文書（平成３０年度） 東京足立学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 東京足立学習センター 東京足立学習センター事務長 事務長 廃棄
2019 東京足立学習センター 人事 職員記録文書 職員記録文書（平成３０年度） 東京足立学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 東京足立学習センター 東京足立学習センター事務長 事務長 廃棄
2015 東京足立学習センター 人事 委嘱関係（客員教員） 委嘱関係（客員教員）（平成２７年度） 東京足立学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 東京足立学習センター 東京足立学習センター事務長 総務係 廃棄
2016 東京足立学習センター 人事 委嘱関係（客員教員） 委嘱関係（客員教員）（平成２８年度） 東京足立学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 東京足立学習センター 東京足立学習センター事務長 事務長 廃棄
2017 東京足立学習センター 人事 委嘱関係（客員教員） 委嘱関係（客員教員）（平成２９年度） 東京足立学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 東京足立学習センター 東京足立学習センター事務長 事務長 廃棄
2018 東京足立学習センター 人事 委嘱関係（客員教員） 委嘱関係（客員教員）（平成３０年度） 東京足立学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 東京足立学習センター 東京足立学習センター事務長 事務長 廃棄
2019 東京足立学習センター 人事 委嘱関係（客員教員） 委嘱関係（客員教員）（令和元年度） 東京足立学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 東京足立学習センター 東京足立学習センター事務長 事務長 廃棄
2015 東京足立学習センター 人事 委嘱関係（非常勤講師） 委嘱関係（非常勤講師）（平成２７年度） 東京足立学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 東京足立学習センター 東京足立学習センター事務長 総務係 廃棄
2016 東京足立学習センター 人事 委嘱関係（非常勤講師） 委嘱関係（非常勤講師）（平成２８年度） 東京足立学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 東京足立学習センター 東京足立学習センター事務長 総務係 廃棄
2017 東京足立学習センター 人事 委嘱関係（非常勤講師） 委嘱関係（非常勤講師）（平成２９年度） 東京足立学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 東京足立学習センター 東京足立学習センター事務長 総務係 廃棄
2018 東京足立学習センター 人事 委嘱関係（非常勤講師） 委嘱関係（非常勤講師）（平成３０年度） 東京足立学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 東京足立学習センター 東京足立学習センター事務長 総務係 廃棄
2019 東京足立学習センター 人事 委嘱関係（非常勤講師） 委嘱関係（非常勤講師）（令和元年度） 東京足立学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 東京足立学習センター 東京足立学習センター事務長 総務係 廃棄
2017 東京足立学習センター 諸会議 学習センター会議 学習センター会議（平成２９年度） 東京足立学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 東京足立学習センター 東京足立学習センター事務長 事務長 廃棄
2018 東京足立学習センター 諸会議 学習センター会議 学習センター会議（平成３０年度） 東京足立学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 東京足立学習センター 東京足立学習センター事務長 事務長 廃棄
2019 東京足立学習センター 諸会議 学習センター会議 学習センター会議（令和元年度） 東京足立学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 東京足立学習センター 東京足立学習センター事務長 事務長 廃棄
2015 東京足立学習センター 広報 学生募集 学生募集（平成２７年度第２学期） 東京足立学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 東京足立学習センター 東京足立学習センター事務長 総務係 廃棄
2015 東京足立学習センター 広報 学生募集 学生募集（平成２８年度第１学期） 東京足立学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 東京足立学習センター 東京足立学習センター事務長 総務係 廃棄
2016 東京足立学習センター 広報 学生募集 学生募集（平成２８年度第２学期） 東京足立学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 東京足立学習センター 東京足立学習センター事務長 総務係 廃棄
2016 東京足立学習センター 広報 学生募集 学生募集（平成２９年度第１学期） 東京足立学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 東京足立学習センター 東京足立学習センター事務長 総務係 廃棄
2017 東京足立学習センター 広報 学生募集 学生募集（平成２９年度第２学期） 東京足立学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 東京足立学習センター 東京足立学習センター事務長 総務係 廃棄
2017 東京足立学習センター 広報 学生募集 学生募集（平成３０年度第１学期） 東京足立学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 東京足立学習センター 東京足立学習センター事務長 総務係 廃棄
2018 東京足立学習センター 広報 学生募集 学生募集（平成３０年度第２学期） 東京足立学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 東京足立学習センター 東京足立学習センター事務長 総務係 廃棄
2018 東京足立学習センター 広報 学生募集 学生募集（平成３１年度第１学期） 東京足立学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 東京足立学習センター 東京足立学習センター事務長 総務係 廃棄
2019 東京足立学習センター 広報 学生募集 学生募集（2019年度第２学期） 東京足立学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 東京足立学習センター 東京足立学習センター事務長 総務係 廃棄
2019 東京足立学習センター 広報 学生募集 学生募集（2020年度第１学期） 東京足立学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 東京足立学習センター 東京足立学習センター事務長 総務係 廃棄
2010 東京足立学習センター 庶務 物品供用簿 物品供用簿（平成２２年度） 東京足立学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 東京足立学習センター 東京足立学習センター事務長 総務係 廃棄
2011 東京足立学習センター 庶務 物品供用簿 物品供用簿（平成２３年度） 東京足立学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 東京足立学習センター 東京足立学習センター事務長 総務係 廃棄
2012 東京足立学習センター 庶務 物品供用簿 物品供用簿（平成２４年度） 東京足立学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 東京足立学習センター 東京足立学習センター事務長 総務係 廃棄
2013 東京足立学習センター 庶務 物品供用簿 物品供用簿（平成２５年度） 東京足立学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 東京足立学習センター 東京足立学習センター事務長 総務係 廃棄
2010 東京足立学習センター 庶務 旅行命令簿 旅行命令簿（平成２２年度） 東京足立学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 東京足立学習センター 東京足立学習センター事務長 総務係 廃棄
2011 東京足立学習センター 庶務 旅行命令簿 旅行命令簿（平成２３年度） 東京足立学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 東京足立学習センター 東京足立学習センター事務長 総務係 廃棄
2012 東京足立学習センター 庶務 旅行命令簿 旅行命令簿（平成２４年度） 東京足立学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 東京足立学習センター 東京足立学習センター事務長 総務係 廃棄
2013 東京足立学習センター 庶務 旅行命令簿 旅行命令簿（平成２５年度） 東京足立学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 東京足立学習センター 東京足立学習センター事務長 総務係 廃棄
2014 東京足立学習センター 庶務 旅行命令簿 旅行命令簿（平成２６年度） 東京足立学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 東京足立学習センター 東京足立学習センター事務長 総務係 廃棄
2015 東京足立学習センター 庶務 旅行命令簿 旅行命令簿（平成２７年度） 東京足立学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 東京足立学習センター 東京足立学習センター事務長 総務係 廃棄
2016 東京足立学習センター 庶務 旅行命令簿 旅行命令簿（平成２８年度） 東京足立学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 東京足立学習センター 東京足立学習センター事務長 総務係 廃棄
2017 東京足立学習センター 庶務 旅行命令簿 旅行命令簿（平成２９年度） 東京足立学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 東京足立学習センター 東京足立学習センター事務長 総務係 廃棄
2018 東京足立学習センター 庶務 旅行命令簿 旅行命令簿（平成３０年度） 東京足立学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 東京足立学習センター 東京足立学習センター事務長 総務係 廃棄
2019 東京足立学習センター 庶務 旅行命令簿 旅行命令簿（令和元年度） 東京足立学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 東京足立学習センター 東京足立学習センター事務長 総務係 廃棄
2010 東京足立学習センター 庶務 出張命令復命書 出張命令復命書（平成２２年度） 東京足立学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 東京足立学習センター 東京足立学習センター事務長 総務係 廃棄
2011 東京足立学習センター 庶務 出張命令復命書 出張命令復命書（平成２３年度） 東京足立学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 東京足立学習センター 東京足立学習センター事務長 総務係 廃棄
2012 東京足立学習センター 庶務 出張命令復命書 出張命令復命書（平成２４年度） 東京足立学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 東京足立学習センター 東京足立学習センター事務長 総務係 廃棄
2013 東京足立学習センター 庶務 出張命令復命書 出張命令復命書（平成２５年度） 東京足立学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 東京足立学習センター 東京足立学習センター事務長 総務係 廃棄
2014 東京足立学習センター 庶務 出張命令復命書 出張命令復命書（平成２６年度） 東京足立学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 東京足立学習センター 東京足立学習センター事務長 総務係 廃棄
2015 東京足立学習センター 庶務 出張命令復命書 出張命令復命書（平成２７年度） 東京足立学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 東京足立学習センター 東京足立学習センター事務長 総務係 廃棄
2016 東京足立学習センター 庶務 出張命令復命書 出張命令復命書（平成２８年度） 東京足立学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 東京足立学習センター 東京足立学習センター事務長 総務係 廃棄
2017 東京足立学習センター 庶務 出張命令復命書 出張命令復命書（平成２９年度） 東京足立学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 東京足立学習センター 東京足立学習センター事務長 総務係 廃棄
2018 東京足立学習センター 庶務 出張命令復命書 出張命令復命書（平成３０年度） 東京足立学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 東京足立学習センター 東京足立学習センター事務長 総務係 廃棄
2019 東京足立学習センター 庶務 出張命令復命書 出張命令復命書（令和元年度） 東京足立学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 東京足立学習センター 東京足立学習センター事務長 総務係 廃棄
2017 東京足立学習センター 職員 出勤簿（職員） 出勤簿（職員）平成２９年 東京足立学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 東京足立学習センター 東京足立学習センター事務長 総務係 廃棄
2018 東京足立学習センター 職員 出勤簿（職員） 出勤簿（職員）平成３０年 東京足立学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 東京足立学習センター 東京足立学習センター事務長 総務係 廃棄
2019 東京足立学習センター 職員 出勤簿（職員） 出勤簿（職員）2019年 東京足立学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 東京足立学習センター 東京足立学習センター事務長 総務係 廃棄
2017 東京足立学習センター 職員 出勤簿（面接授業非常勤講師） 出勤簿（面接授業非常勤講師）平成２９年度 東京足立学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 東京足立学習センター 東京足立学習センター事務長 総務係 廃棄
2018 東京足立学習センター 職員 出勤簿（面接授業非常勤講師） 出勤簿（面接授業非常勤講師）平成３０年度 東京足立学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 東京足立学習センター 東京足立学習センター事務長 総務係 廃棄
2019 東京足立学習センター 職員 出勤簿（面接授業非常勤講師） 出勤簿（面接授業非常勤講師）令和元年度 東京足立学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 東京足立学習センター 東京足立学習センター事務長 総務係 廃棄
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措置結果
2017 東京足立学習センター 職員 勤務時間報告書（教職員・職員） 勤務時間報告書（教職員・客員）平成２９年度 東京足立学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 東京足立学習センター 東京足立学習センター事務長 総務係 廃棄
2018 東京足立学習センター 職員 勤務時間報告書（教職員・職員） 勤務時間報告書（教職員・客員）平成３０年度 東京足立学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 東京足立学習センター 東京足立学習センター事務長 総務係 廃棄
2019 東京足立学習センター 職員 勤務時間報告書（教職員・職員） 勤務時間報告書（教職員・客員）令和元年度 東京足立学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 東京足立学習センター 東京足立学習センター事務長 総務係 廃棄
2017 東京足立学習センター 職員 勤務時間報告書（面接授業非常勤講師） 勤務時間報告書（面接授業非常勤講師）平成２９年度 東京足立学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 東京足立学習センター 東京足立学習センター事務長 総務係 廃棄
2018 東京足立学習センター 職員 勤務時間報告書（面接授業非常勤講師） 勤務時間報告書（面接授業非常勤講師）平成３０年度 東京足立学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 東京足立学習センター 東京足立学習センター事務長 総務係 廃棄
2019 東京足立学習センター 職員 勤務時間報告書（面接授業非常勤講師） 勤務時間報告書（面接授業非常勤講師）令和元年度 東京足立学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 東京足立学習センター 東京足立学習センター事務長 総務係 廃棄
2017 東京足立学習センター 職員 超過勤務命令簿 超過勤務命令簿（平成２９年度） 東京足立学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 東京足立学習センター 東京足立学習センター事務長 総務係 廃棄
2018 東京足立学習センター 職員 超過勤務命令簿 超過勤務命令簿（平成３０年度） 東京足立学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 東京足立学習センター 東京足立学習センター事務長 総務係 廃棄
2019 東京足立学習センター 職員 超過勤務命令簿 超過勤務命令簿（令和元年度） 東京足立学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 東京足立学習センター 東京足立学習センター事務長 総務係 廃棄
2011 東京足立学習センター 職員 手当関係 手当関係（平成２３年度） 東京足立学習センター事務長 2012/4/1 3年（支給喪失から） 紙 東京足立学習センター 東京足立学習センター事務長 総務係 廃棄
2012 東京足立学習センター 職員 手当関係 手当関係（平成２４年度） 東京足立学習センター事務長 2013/4/1 3年（支給喪失から） 紙 東京足立学習センター 東京足立学習センター事務長 総務係 廃棄
2013 東京足立学習センター 職員 手当関係 手当関係（平成２５年度） 東京足立学習センター事務長 2014/4/1 3年（支給喪失から） 紙 東京足立学習センター 東京足立学習センター事務長 総務係 廃棄
2014 東京足立学習センター 職員 手当関係 手当関係（平成２６年度） 東京足立学習センター事務長 2015/4/1 3年（支給喪失から） 紙 東京足立学習センター 東京足立学習センター事務長 総務係 廃棄
2015 東京足立学習センター 職員 手当関係 手当関係（平成２７年度） 東京足立学習センター事務長 2016/4/1 3年（支給喪失から） 紙 東京足立学習センター 東京足立学習センター事務長 総務係 廃棄
2016 東京足立学習センター 職員 手当関係 手当関係（平成２８年度） 東京足立学習センター事務長 2017/4/1 3年（支給喪失から） 紙 東京足立学習センター 東京足立学習センター事務長 総務係 廃棄
2017 東京足立学習センター 職員 手当関係 手当関係（平成２９年度） 東京足立学習センター事務長 2018/4/1 3年（支給喪失から） 紙 東京足立学習センター 東京足立学習センター事務長 総務係 廃棄
2018 東京足立学習センター 職員 手当関係 手当関係（平成３０年度） 東京足立学習センター事務長 2019/4/1 3年（支給喪失から） 紙 東京足立学習センター 東京足立学習センター事務長 総務係 廃棄
2019 東京足立学習センター 職員 手当関係 手当関係（令和元年度） 東京足立学習センター事務長 2020/4/1 3年（支給喪失から） 紙 東京足立学習センター 東京足立学習センター事務長 総務係 廃棄
2015 東京足立学習センター 面接授業 面接授業 面接授業（平成２７年度） 東京足立学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 東京足立学習センター 東京足立学習センター事務長 教務係 廃棄
2016 東京足立学習センター 面接授業 面接授業 面接授業（平成２８年度） 東京足立学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 東京足立学習センター 東京足立学習センター事務長 教務係 廃棄
2017 東京足立学習センター 面接授業 面接授業 面接授業（平成２９年度） 東京足立学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 東京足立学習センター 東京足立学習センター事務長 教務係 廃棄
2018 東京足立学習センター 面接授業 面接授業 面接授業（平成３０年度） 東京足立学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 東京足立学習センター 東京足立学習センター事務長 教務係 廃棄
2019 東京足立学習センター 面接授業 面接授業 面接授業（令和元年度） 東京足立学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 東京足立学習センター 東京足立学習センター事務長 教務係 廃棄
2015 東京足立学習センター 学生関係 学生団体 学生団体（平成２７年度） 東京足立学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 東京足立学習センター 東京足立学習センター事務長 教務係 廃棄
2016 東京足立学習センター 学生関係 学生団体 学生団体（平成２８年度） 東京足立学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 東京足立学習センター 東京足立学習センター事務長 教務係 廃棄
2017 東京足立学習センター 学生関係 学生団体 学生団体（平成２９年度） 東京足立学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 東京足立学習センター 東京足立学習センター事務長 教務係 廃棄
2018 東京足立学習センター 学生関係 学生団体 学生団体（平成３０年度） 東京足立学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 東京足立学習センター 東京足立学習センター事務長 教務係 廃棄
2019 東京足立学習センター 学生関係 学生団体 学生団体（令和元年度） 東京足立学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 東京足立学習センター 東京足立学習センター事務長 教務係 廃棄
2015 東京足立学習センター 学生関係 研修旅行 研修旅行（平成２７年度） 東京足立学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 東京足立学習センター 東京足立学習センター事務長 教務係 廃棄
2016 東京足立学習センター 学生関係 研修旅行 研修旅行（平成２８年度） 東京足立学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 東京足立学習センター 東京足立学習センター事務長 教務係 廃棄
2017 東京足立学習センター 学生関係 研修旅行 研修旅行（平成２９年度） 東京足立学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 東京足立学習センター 東京足立学習センター事務長 教務係 廃棄
2018 東京足立学習センター 学生関係 研修旅行 研修旅行（平成３０年度） 東京足立学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 東京足立学習センター 東京足立学習センター事務長 教務係 廃棄
2019 東京足立学習センター 学生関係 研修旅行 研修旅行（令和元年度） 東京足立学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 東京足立学習センター 東京足立学習センター事務長 教務係 廃棄
2015 東京足立学習センター 学生関係 奨学金関係 奨学金関係（平成２７年度） 東京足立学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 東京足立学習センター 東京足立学習センター事務長 教務係 廃棄
2016 東京足立学習センター 学生関係 奨学金関係 奨学金関係（平成２８年度） 東京足立学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 東京足立学習センター 東京足立学習センター事務長 教務係 廃棄
2017 東京足立学習センター 学生関係 奨学金関係 奨学金関係（平成２９年度） 東京足立学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 東京足立学習センター 東京足立学習センター事務長 教務係 廃棄
2018 東京足立学習センター 学生関係 奨学金関係 奨学金関係（平成３０年度） 東京足立学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 東京足立学習センター 東京足立学習センター事務長 教務係 廃棄
2019 東京足立学習センター 学生関係 奨学金関係 奨学金関係（令和元年度） 東京足立学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 東京足立学習センター 東京足立学習センター事務長 教務係 廃棄
2010 東京足立学習センター 学生関係 学生教育研究災害傷害保険 学生教育研究災害傷害保険（平成２２年度） 東京足立学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 東京足立学習センター 東京足立学習センター事務長 総務係 廃棄
2011 東京足立学習センター 学生関係 学生教育研究災害傷害保険 学生教育研究災害傷害保険（平成２３年度） 東京足立学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 東京足立学習センター 東京足立学習センター事務長 総務係 廃棄
2012 東京足立学習センター 学生関係 学生教育研究災害傷害保険 学生教育研究災害傷害保険（平成２４年度） 東京足立学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 東京足立学習センター 東京足立学習センター事務長 総務係 廃棄
2013 東京足立学習センター 学生関係 学生教育研究災害傷害保険 学生教育研究災害傷害保険（平成２５年度） 東京足立学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 東京足立学習センター 東京足立学習センター事務長 総務係 廃棄
2014 東京足立学習センター 学生関係 学生教育研究災害傷害保険 学生教育研究災害傷害保険（平成２６年度） 東京足立学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 東京足立学習センター 東京足立学習センター事務長 総務係 廃棄
2015 東京足立学習センター 学生関係 学生教育研究災害傷害保険 学生教育研究災害傷害保険（平成２７年度） 東京足立学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 東京足立学習センター 東京足立学習センター事務長 総務係 廃棄
2016 東京足立学習センター 学生関係 学生教育研究災害傷害保険 学生教育研究災害傷害保険（平成２８年度） 東京足立学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 東京足立学習センター 東京足立学習センター事務長 総務係 廃棄
2017 東京足立学習センター 学生関係 学生教育研究災害傷害保険 学生教育研究災害傷害保険（平成２９年度） 東京足立学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 東京足立学習センター 東京足立学習センター事務長 総務係 廃棄
2018 東京足立学習センター 学生関係 学生教育研究災害傷害保険 学生教育研究災害傷害保険（平成３０年度） 東京足立学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 東京足立学習センター 東京足立学習センター事務長 総務係 廃棄
2019 東京足立学習センター 学生関係 学生教育研究災害傷害保険 学生教育研究災害傷害保険（令和元年度） 東京足立学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 東京足立学習センター 東京足立学習センター事務長 総務係 廃棄
2010 東京足立学習センター 学生関係 学生教育研究災害傷害保険月例報告 学生教育研究災害傷害保険月例報告（平成２２年度） 東京足立学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 東京足立学習センター 東京足立学習センター事務長 総務係 廃棄
2011 東京足立学習センター 学生関係 学生教育研究災害傷害保険月例報告 学生教育研究災害傷害保険月例報告（平成２３年度） 東京足立学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 東京足立学習センター 東京足立学習センター事務長 総務係 廃棄
2012 東京足立学習センター 学生関係 学生教育研究災害傷害保険月例報告 学生教育研究災害傷害保険月例報告（平成２４年度） 東京足立学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 東京足立学習センター 東京足立学習センター事務長 総務係 廃棄
2017 東京足立学習センター 証明書 諸証明書 諸証明書（平成２９年度） 東京足立学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 東京足立学習センター 東京足立学習センター事務長 教務係 廃棄
2018 東京足立学習センター 証明書 諸証明書 諸証明書（平成３０年度） 東京足立学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 東京足立学習センター 東京足立学習センター事務長 教務係 廃棄
2019 東京足立学習センター 証明書 諸証明書 諸証明書（令和元年度） 東京足立学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 東京足立学習センター 東京足立学習センター事務長 教務係 廃棄
2017 東京足立学習センター 証明書 諸証明書交付願 諸証明書交付願（平成２９年度） 東京足立学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 東京足立学習センター 東京足立学習センター事務長 教務係 廃棄
2018 東京足立学習センター 証明書 諸証明書交付願 諸証明書交付願（平成３０年度） 東京足立学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 東京足立学習センター 東京足立学習センター事務長 教務係 廃棄
2019 東京足立学習センター 証明書 諸証明書交付願 諸証明書交付願（令和元年度） 東京足立学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 東京足立学習センター 東京足立学習センター事務長 教務係 廃棄
2015 東京足立学習センター 入試 大学院入学試験 大学院入学試験（平成２７年度） 東京足立学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 東京足立学習センター 東京足立学習センター事務長 教務係 廃棄
2016 東京足立学習センター 入試 大学院入学試験 大学院入学試験（平成２８年度） 東京足立学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 東京足立学習センター 東京足立学習センター事務長 教務係 廃棄
2017 東京足立学習センター 入試 大学院入学試験 大学院入学試験（平成２９年度） 東京足立学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 東京足立学習センター 東京足立学習センター事務長 教務係 廃棄
2018 東京足立学習センター 入試 大学院入学試験 大学院入学試験（平成３０年度） 東京足立学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 東京足立学習センター 東京足立学習センター事務長 教務係 廃棄
2019 東京足立学習センター 入試 大学院入学試験 大学院入学試験（令和元年度） 東京足立学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 東京足立学習センター 東京足立学習センター事務長 教務係 廃棄
2015 東京足立学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験関係 単位認定試験関係（平成２７年１学期） 東京足立学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 東京足立学習センター 東京足立学習センター事務長 教務係 廃棄
2015 東京足立学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験関係 単位認定試験関係（平成２７年２学期） 東京足立学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 東京足立学習センター 東京足立学習センター事務長 教務係 廃棄
2016 東京足立学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験関係 単位認定試験関係（平成２８年１学期） 東京足立学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 東京足立学習センター 東京足立学習センター事務長 教務係 廃棄
2016 東京足立学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験関係 単位認定試験関係（平成２８年２学期） 東京足立学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 東京足立学習センター 東京足立学習センター事務長 教務係 廃棄
2017 東京足立学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験関係 単位認定試験関係（平成２９年１学期） 東京足立学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 東京足立学習センター 東京足立学習センター事務長 教務係 廃棄
2017 東京足立学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験関係 単位認定試験関係（平成２９年２学期） 東京足立学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 東京足立学習センター 東京足立学習センター事務長 教務係 廃棄
2018 東京足立学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験関係 単位認定試験関係（平成３０年１学期） 東京足立学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 東京足立学習センター 東京足立学習センター事務長 教務係 廃棄
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2018 東京足立学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験関係 単位認定試験関係（平成３０年２学期） 東京足立学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 東京足立学習センター 東京足立学習センター事務長 教務係 廃棄
2019 東京足立学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験関係 単位認定試験関係（令和元年１学期） 東京足立学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 東京足立学習センター 東京足立学習センター事務長 教務係 廃棄
2019 東京足立学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験関係 単位認定試験関係（令和元年２学期） 東京足立学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 東京足立学習センター 東京足立学習センター事務長 教務係 廃棄
2010 東京足立学習センター 会計 現金出納簿 現金出納簿（平成２２年度） 東京足立学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 東京足立学習センター 東京足立学習センター事務長 総務係 廃棄
2011 東京足立学習センター 会計 現金出納簿 現金出納簿（平成２３年度） 東京足立学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 東京足立学習センター 東京足立学習センター事務長 総務係 廃棄
2012 東京足立学習センター 会計 入金実績リスト 入金実績リスト（平成２４年度） 東京足立学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 東京足立学習センター 東京足立学習センター事務長 総務係 廃棄
2013 東京足立学習センター 会計 入金実績リスト 入金実績リスト（平成２５年度） 東京足立学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 東京足立学習センター 東京足立学習センター事務長 総務係 廃棄
2014 東京足立学習センター 会計 入金実績リスト 入金実績リスト（平成２６年度） 東京足立学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 東京足立学習センター 東京足立学習センター事務長 総務係 廃棄
2015 東京足立学習センター 会計 入金実績リスト 入金実績リスト（平成２７年度） 東京足立学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 東京足立学習センター 東京足立学習センター事務長 総務係 廃棄
2016 東京足立学習センター 会計 入金実績リスト 入金実績リスト（平成２８年度） 東京足立学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 東京足立学習センター 東京足立学習センター事務長 総務係 廃棄
2017 東京足立学習センター 会計 入金実績リスト 入金実績リスト（平成２９年度） 東京足立学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 東京足立学習センター 東京足立学習センター事務長 総務係 廃棄
2018 東京足立学習センター 会計 入金実績リスト 入金実績リスト（平成３０年度） 東京足立学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 東京足立学習センター 東京足立学習センター事務長 総務係 廃棄
2019 東京足立学習センター 会計 入金実績リスト 入金実績リスト（令和元年度） 東京足立学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 東京足立学習センター 東京足立学習センター事務長 総務係 廃棄
2012 東京足立学習センター 会計 経理関係書類綴り 経理関係書類綴り（平成２４年度） 東京足立学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 東京足立学習センター 東京足立学習センター事務長 総務係 廃棄
2013 東京足立学習センター 会計 経理関係書類綴り 経理関係書類綴り（平成２５年度） 東京足立学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 東京足立学習センター 東京足立学習センター事務長 総務係 廃棄
2014 東京足立学習センター 会計 経理関係書類綴り 経理関係書類綴り（平成２６年度） 東京足立学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 東京足立学習センター 東京足立学習センター事務長 総務係 廃棄
2015 東京足立学習センター 会計 経理関係書類綴り 経理関係書類綴り（平成２７年度） 東京足立学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 東京足立学習センター 東京足立学習センター事務長 総務係 廃棄
2016 東京足立学習センター 会計 経理関係書類綴り 経理関係書類綴り（平成２８年度） 東京足立学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 東京足立学習センター 東京足立学習センター事務長 総務係 廃棄
2017 東京足立学習センター 会計 経理関係書類綴り 経理関係書類綴り（平成２９年度） 東京足立学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 東京足立学習センター 東京足立学習センター事務長 総務係 廃棄
2018 東京足立学習センター 会計 経理関係書類綴り 経理関係書類綴り（平成３０年度） 東京足立学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 東京足立学習センター 東京足立学習センター事務長 総務係 廃棄
2019 東京足立学習センター 会計 経理関係書類綴り 経理関係書類綴り（令和元年度） 東京足立学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 東京足立学習センター 東京足立学習センター事務長 総務係 廃棄
2012 東京足立学習センター 会計 立替払・謝金支払伝票 立替払・謝金支払伝票（平成２４年度） 東京足立学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 東京足立学習センター 東京足立学習センター事務長 総務係 廃棄
2013 東京足立学習センター 会計 立替払・謝金支払伝票 立替払・謝金支払伝票（平成２５年度） 東京足立学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 東京足立学習センター 東京足立学習センター事務長 総務係 廃棄
2014 東京足立学習センター 会計 立替払・謝金支払伝票 立替払・謝金支払伝票（平成２６年度） 東京足立学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 東京足立学習センター 東京足立学習センター事務長 総務係 廃棄
2015 東京足立学習センター 会計 立替払・謝金支払伝票 立替払・謝金支払伝票（平成２７年度） 東京足立学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 東京足立学習センター 東京足立学習センター事務長 総務係 廃棄
2016 東京足立学習センター 会計 立替払・謝金支払伝票 立替払・謝金支払伝票（平成２８年度） 東京足立学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 東京足立学習センター 東京足立学習センター事務長 総務係 廃棄
2017 東京足立学習センター 会計 立替払・謝金支払伝票 立替払・謝金支払伝票（平成２９年度） 東京足立学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 東京足立学習センター 東京足立学習センター事務長 総務係 廃棄
2018 東京足立学習センター 会計 立替払・謝金支払伝票 立替払・謝金支払伝票（平成３０年度） 東京足立学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 東京足立学習センター 東京足立学習センター事務長 総務係 廃棄
2019 東京足立学習センター 会計 立替払・謝金支払伝票 立替払・謝金支払伝票（令和元年度） 東京足立学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 東京足立学習センター 東京足立学習センター事務長 総務係 廃棄
2010 東京足立学習センター 会計 面接授業講師補助者賃金 面接授業講師補助者賃金（平成２２年度） 東京足立学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 東京足立学習センター 東京足立学習センター事務長 総務係 廃棄
2011 東京足立学習センター 会計 面接授業講師補助者賃金 面接授業講師補助者賃金（平成２３年度） 東京足立学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 東京足立学習センター 東京足立学習センター事務長 総務係 廃棄
2012 東京足立学習センター 会計 面接授業講師補助者賃金 面接授業講師補助者賃金（平成２４年度） 東京足立学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 東京足立学習センター 東京足立学習センター事務長 総務係 廃棄
2013 東京足立学習センター 会計 面接授業講師補助者賃金 面接授業講師補助者賃金（平成２５年度） 東京足立学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 東京足立学習センター 東京足立学習センター事務長 総務係 廃棄
2014 東京足立学習センター 会計 面接授業講師補助者賃金 面接授業講師補助者賃金（平成２６年度） 東京足立学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 東京足立学習センター 東京足立学習センター事務長 総務係 廃棄
2015 東京足立学習センター 会計 面接授業講師補助者賃金 面接授業講師補助者賃金（平成２７年度） 東京足立学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 東京足立学習センター 東京足立学習センター事務長 総務係 廃棄
2016 東京足立学習センター 会計 単位認定試験監督・補助者賃金関係書類 単位認定試験監督・補助者賃金関係書類（平成２８年度第１学期） 東京足立学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 東京足立学習センター 東京足立学習センター事務長 総務係 廃棄
2016 東京足立学習センター 会計 単位認定試験監督・補助者賃金関係書類 単位認定試験監督・補助者賃金関係書類（平成２８年度第２学期） 東京足立学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 東京足立学習センター 東京足立学習センター事務長 総務係 廃棄
2017 東京足立学習センター 会計 単位認定試験監督・補助者賃金関係書類 単位認定試験監督・補助者賃金関係書類（平成２９年度第１学期） 東京足立学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 東京足立学習センター 東京足立学習センター事務長 総務係 廃棄
2017 東京足立学習センター 会計 単位認定試験監督・補助者賃金関係書類 単位認定試験監督・補助者賃金関係書類（平成２９年度第２学期） 東京足立学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 東京足立学習センター 東京足立学習センター事務長 総務係 廃棄
2018 東京足立学習センター 会計 単位認定試験監督・補助者賃金関係書類 単位認定試験監督・補助者賃金関係書類（平成３０年度第１学期） 東京足立学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 東京足立学習センター 東京足立学習センター事務長 総務係 廃棄
2018 東京足立学習センター 会計 単位認定試験監督・補助者賃金関係書類 単位認定試験監督・補助者賃金関係書類（平成３０年度第２学期） 東京足立学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 東京足立学習センター 東京足立学習センター事務長 総務係 廃棄
2019 東京足立学習センター 会計 単位認定試験監督・補助者賃金関係書類 単位認定試験監督・補助者賃金関係書類（令和元年度第１学期） 東京足立学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 東京足立学習センター 東京足立学習センター事務長 総務係 廃棄
2019 東京足立学習センター 会計 単位認定試験監督・補助者賃金関係書類 単位認定試験監督・補助者賃金関係書類（令和元年度第２学期） 東京足立学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 東京足立学習センター 東京足立学習センター事務長 総務係 廃棄
2010 東京足立学習センター 会計 前渡資金精算書 前渡資金精算書（平成２２年度） 東京足立学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 東京足立学習センター 東京足立学習センター事務長 総務係 廃棄
2011 東京足立学習センター 会計 前渡資金精算書 前渡資金精算書（平成２３年度） 東京足立学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 東京足立学習センター 東京足立学習センター事務長 総務係 廃棄
2012 東京足立学習センター 会計 前渡資金精算書 前渡資金精算書（平成２４年度） 東京足立学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 東京足立学習センター 東京足立学習センター事務長 総務係 廃棄
2013 東京足立学習センター 会計 前渡資金精算書 前渡資金精算書（平成２５年度） 東京足立学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 東京足立学習センター 東京足立学習センター事務長 総務係 廃棄
2010 東京足立学習センター 会計 前渡資金要求書 前渡資金要求書（平成２２年度） 東京足立学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 東京足立学習センター 東京足立学習センター事務長 総務係 廃棄
2011 東京足立学習センター 会計 前渡資金要求書 前渡資金要求書（平成２３年度） 東京足立学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 東京足立学習センター 東京足立学習センター事務長 総務係 廃棄
2012 東京足立学習センター 会計 前渡資金要求書 前渡資金要求書（平成２４年度） 東京足立学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 東京足立学習センター 東京足立学習センター事務長 総務係 廃棄
2013 東京足立学習センター 会計 前渡資金要求書 前渡資金要求書（平成２５年度） 東京足立学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 東京足立学習センター 東京足立学習センター事務長 総務係 廃棄
2010 東京足立学習センター 会計 前渡資金出納簿 前渡資金出納簿（平成２２年度） 東京足立学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 東京足立学習センター 東京足立学習センター事務長 総務係 廃棄
2011 東京足立学習センター 会計 前渡資金出納簿 前渡資金出納簿（平成２３年度） 東京足立学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 東京足立学習センター 東京足立学習センター事務長 総務係 廃棄
2012 東京足立学習センター 会計 前渡資金出納簿 前渡資金出納簿（平成２４年度） 東京足立学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 東京足立学習センター 東京足立学習センター事務長 総務係 廃棄
2013 東京足立学習センター 会計 前渡資金出納簿 前渡資金出納簿（平成２５年度） 東京足立学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 東京足立学習センター 東京足立学習センター事務長 総務係 廃棄
2010 東京足立学習センター 会計 予算示達書・予算執行計画書 予算示達書・予算執行計画書（平成２２年度） 東京足立学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 東京足立学習センター 東京足立学習センター事務長 総務係 廃棄
2011 東京足立学習センター 会計 予算示達書・予算執行計画書 予算示達書・予算執行計画書（平成２３年度） 東京足立学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 東京足立学習センター 東京足立学習センター事務長 総務係 廃棄
2012 東京足立学習センター 会計 予算 予算（平成２４年度） 東京足立学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 東京足立学習センター 東京足立学習センター事務長 総務係 廃棄
2013 東京足立学習センター 会計 予算 予算（平成２５年度） 東京足立学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 東京足立学習センター 東京足立学習センター事務長 総務係 廃棄
2014 東京足立学習センター 会計 予算 予算（平成２６年度） 東京足立学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 東京足立学習センター 東京足立学習センター事務長 総務係 廃棄
2015 東京足立学習センター 会計 予算 予算（平成２７年度） 東京足立学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 東京足立学習センター 東京足立学習センター事務長 総務係 廃棄
2016 東京足立学習センター 会計 予算 予算（平成２８年度） 東京足立学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 東京足立学習センター 東京足立学習センター事務長 総務係 廃棄
2017 東京足立学習センター 会計 予算 予算（平成２９年度） 東京足立学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 東京足立学習センター 東京足立学習センター事務長 総務係 廃棄
2018 東京足立学習センター 会計 予算 予算（平成３０年度） 東京足立学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 東京足立学習センター 東京足立学習センター事務長 総務係 廃棄
2019 東京足立学習センター 会計 予算 予算（令和元年度） 東京足立学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 東京足立学習センター 東京足立学習センター事務長 総務係 廃棄
2015 東京足立学習センター 会計 業務委託に関わる文書 業務委託に関わる文書（平成２２年度～平成２７年度） 東京足立学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 東京足立学習センター 東京足立学習センター事務長 事務長 廃棄
2010 東京足立学習センター 会計 足立区施設使用料 足立区施設使用料（平成２２年度） 東京足立学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 東京足立学習センター 東京足立学習センター事務長 総務係 廃棄
2011 東京足立学習センター 会計 足立区施設使用料 足立区施設使用料（平成２３年度） 東京足立学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 東京足立学習センター 東京足立学習センター事務長 総務係 廃棄
2012 東京足立学習センター 会計 足立区施設使用料 足立区施設使用料（平成２４年度） 東京足立学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 東京足立学習センター 東京足立学習センター事務長 総務係 廃棄
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大分類 中分類
備考作成・取得年度等

文書分類
小分類 法人文書ファイル名 作成・取得者 起算日 保存期間

保存期間満了
時期

媒体の種別 保存場所 管理者 管理担当係等
保存期間満了時の

措置結果
2013 東京足立学習センター 会計 足立区施設使用料 足立区施設使用料（平成２５年度） 東京足立学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 東京足立学習センター 東京足立学習センター事務長 総務係 廃棄
2014 東京足立学習センター 会計 足立区施設使用料 足立区施設使用料（平成２６年度） 東京足立学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 東京足立学習センター 東京足立学習センター事務長 総務係 廃棄
2015 東京足立学習センター 会計 足立区施設使用料 足立区施設使用料（平成２７年度） 東京足立学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 東京足立学習センター 東京足立学習センター事務長 総務係 廃棄
2016 東京足立学習センター 会計 足立区施設使用料 足立区施設使用料（平成２８年度） 東京足立学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 東京足立学習センター 東京足立学習センター事務長 総務係 廃棄
2017 東京足立学習センター 会計 足立区施設使用料 足立区施設使用料（平成２９年度） 東京足立学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 東京足立学習センター 東京足立学習センター事務長 総務係 廃棄
2018 東京足立学習センター 会計 足立区施設使用料 足立区施設使用料（平成３０年度） 東京足立学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 東京足立学習センター 東京足立学習センター事務長 総務係 廃棄
2019 東京足立学習センター 会計 足立区施設使用料 足立区施設使用料（令和元年度） 東京足立学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 東京足立学習センター 東京足立学習センター事務長 総務係 廃棄
2012 東京足立学習センター 会計 財務会計物品購入関係書類 財務会計物品購入関係書類（平成２４年度） 東京足立学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 東京足立学習センター 東京足立学習センター事務長 総務係 廃棄
2013 東京足立学習センター 会計 財務会計物品購入関係書類 財務会計物品購入関係書類（平成２５年度） 東京足立学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 東京足立学習センター 東京足立学習センター事務長 総務係 廃棄
2014 東京足立学習センター 会計 財務会計物品購入関係書類 財務会計物品購入関係書類（平成２６年度） 東京足立学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 東京足立学習センター 東京足立学習センター事務長 総務係 廃棄
2015 東京足立学習センター 会計 財務会計物品購入関係書類 財務会計物品購入関係書類（平成２７年度） 東京足立学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 東京足立学習センター 東京足立学習センター事務長 総務係 廃棄
2016 東京足立学習センター 会計 財務会計物品購入関係書類 財務会計物品購入関係書類（平成２８年度） 東京足立学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 東京足立学習センター 東京足立学習センター事務長 総務係 廃棄
2017 東京足立学習センター 会計 財務会計物品購入関係書類 財務会計物品購入関係書類（平成２９年度） 東京足立学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 東京足立学習センター 東京足立学習センター事務長 総務係 廃棄
2018 東京足立学習センター 会計 財務会計物品購入関係書類 財務会計物品購入関係書類（平成３０年度） 東京足立学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 東京足立学習センター 東京足立学習センター事務長 総務係 廃棄
2019 東京足立学習センター 会計 財務会計物品購入関係書類 財務会計物品購入関係書類（令和元年度） 東京足立学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 東京足立学習センター 東京足立学習センター事務長 総務係 廃棄
2010 東京足立学習センター 会計 物品取得及び修繕（役務）請求書 物品取得及び修繕（役務）請求書（平成２２年度） 東京足立学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 東京足立学習センター 東京足立学習センター事務長 総務係 廃棄
2011 東京足立学習センター 会計 物品取得及び修繕（役務）請求書 物品取得及び修繕（役務）請求書（平成２３年度） 東京足立学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 東京足立学習センター 東京足立学習センター事務長 総務係 廃棄
2012 東京足立学習センター 会計 物品取得及び修繕（役務）請求書 物品取得及び修繕（役務）請求書（平成２４年度） 東京足立学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 東京足立学習センター 東京足立学習センター事務長 総務係 廃棄
2013 東京足立学習センター 会計 物品取得及び修繕（役務）請求書 物品取得及び修繕（役務）請求書（平成２５年度） 東京足立学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 東京足立学習センター 東京足立学習センター事務長 総務係 廃棄
2014 東京足立学習センター 会計 物品管理 物品管理（平成２６年度） 東京足立学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 東京足立学習センター 東京足立学習センター事務長 総務係 廃棄
2015 東京足立学習センター 会計 物品管理 物品管理（平成２７年度） 東京足立学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 東京足立学習センター 東京足立学習センター事務長 総務係 廃棄
2016 東京足立学習センター 会計 物品管理 物品管理（平成２８年度） 東京足立学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 東京足立学習センター 東京足立学習センター事務長 総務係 廃棄
2017 東京足立学習センター 会計 物品管理 物品管理（平成２９年度） 東京足立学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 東京足立学習センター 東京足立学習センター事務長 総務係 廃棄
2018 東京足立学習センター 会計 物品管理 物品管理（平成３０年度） 東京足立学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 東京足立学習センター 東京足立学習センター事務長 総務係 廃棄
2019 東京足立学習センター 会計 物品管理 物品管理（令和元年度） 東京足立学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 東京足立学習センター 東京足立学習センター事務長 総務係 廃棄
2010 東京足立学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等受払簿（平成２２年度） 東京足立学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 東京足立学習センター 東京足立学習センター事務長 総務係 廃棄
2011 東京足立学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等受払簿（平成２３年度） 東京足立学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 東京足立学習センター 東京足立学習センター事務長 総務係 廃棄
2012 東京足立学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等受払簿（平成２４年度） 東京足立学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 東京足立学習センター 東京足立学習センター事務長 総務係 廃棄
2013 東京足立学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等受払簿（平成２５年度） 東京足立学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 東京足立学習センター 東京足立学習センター事務長 総務係 廃棄
2014 東京足立学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等受払簿（平成２６年度） 東京足立学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 東京足立学習センター 東京足立学習センター事務長 総務係 廃棄
2015 東京足立学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等受払簿（平成２７年度） 東京足立学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 東京足立学習センター 東京足立学習センター事務長 総務係 廃棄
2016 東京足立学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等受払簿（平成２８年度） 東京足立学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 東京足立学習センター 東京足立学習センター事務長 総務係 廃棄
2017 東京足立学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等受払簿（平成２９年度） 東京足立学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 東京足立学習センター 東京足立学習センター事務長 総務係 廃棄
2018 東京足立学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等受払簿（平成３０年度） 東京足立学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 東京足立学習センター 東京足立学習センター事務長 総務係 廃棄
2019 東京足立学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等受払簿（令和元年度） 東京足立学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 東京足立学習センター 東京足立学習センター事務長 総務係 廃棄
2015 東京足立学習センター 会計 諸証明書領収書（控） 諸証明書領収書（控）平成２７年度 東京足立学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 東京足立学習センター 東京足立学習センター事務長 総務係 廃棄
2016 東京足立学習センター 会計 諸証明書領収書（控） 諸証明書領収書（控）平成２８年度 東京足立学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 東京足立学習センター 東京足立学習センター事務長 総務係 廃棄
2017 東京足立学習センター 会計 諸証明書領収書（控） 諸証明書領収書（控）平成２９年度 東京足立学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 東京足立学習センター 東京足立学習センター事務長 総務係 廃棄
2018 東京足立学習センター 会計 諸証明書領収書（控） 諸証明書領収書（控）平成３０年度 東京足立学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 東京足立学習センター 東京足立学習センター事務長 総務係 廃棄
2019 東京足立学習センター 会計 諸証明書領収書（控） 諸証明書領収書（控）令和元年度 東京足立学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 東京足立学習センター 東京足立学習センター事務長 総務係 廃棄
2015 東京足立学習センター 会計 文献複写手数料領収書（控） 文献複写手数料領収書（控）平成２７年度 東京足立学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 東京足立学習センター 東京足立学習センター事務長 総務係 廃棄
2016 東京足立学習センター 会計 文献複写手数料領収書（控） 文献複写手数料領収書（控）平成２８年度 東京足立学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 東京足立学習センター 東京足立学習センター事務長 総務係 廃棄
2017 東京足立学習センター 会計 文献複写手数料領収書（控） 文献複写手数料領収書（控）平成２９年度 東京足立学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 東京足立学習センター 東京足立学習センター事務長 総務係 廃棄
2018 東京足立学習センター 会計 文献複写手数料領収書（控） 文献複写手数料領収書（控）平成３０年度 東京足立学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 東京足立学習センター 東京足立学習センター事務長 総務係 廃棄
2019 東京足立学習センター 会計 文献複写手数料領収書（控） 文献複写手数料領収書（控）令和元年度 東京足立学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 東京足立学習センター 東京足立学習センター事務長 総務係 廃棄
2001 東京多摩学習センター 式典 東京多摩学習センター開所式 東京多摩学習センター開所式 東京多摩学習センター事務長 2002/4/1 無期限 紙 東京多摩学習センター 東京多摩学習センター事務長 総務係 廃棄
2010 東京多摩学習センター 式典 入学者の集い 入学者の集い（平成22年度） 東京多摩学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 東京多摩学習センター 東京多摩学習センター事務長 総務係 廃棄
2011 東京多摩学習センター 式典 入学者の集い 入学者の集い（平成23年度） 東京多摩学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 東京多摩学習センター 東京多摩学習センター事務長 総務係 廃棄
2012 東京多摩学習センター 式典 入学者の集い 入学者の集い（平成24年度） 東京多摩学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 東京多摩学習センター 東京多摩学習センター事務長 総務係 廃棄
2013 東京多摩学習センター 式典 入学者の集い 入学者の集い（平成25年度） 東京多摩学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 東京多摩学習センター 東京多摩学習センター事務長 総務係 廃棄
2014 東京多摩学習センター 式典 入学者の集い 入学者の集い（平成26年度） 東京多摩学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 東京多摩学習センター 東京多摩学習センター事務長 総務係 廃棄
2015 東京多摩学習センター 式典 入学者の集い 入学者の集い（平成27年度） 東京多摩学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 東京多摩学習センター 東京多摩学習センター事務長 総務係 廃棄
2016 東京多摩学習センター 式典 入学者の集い 入学者の集い（平成28年度） 東京多摩学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 東京多摩学習センター 東京多摩学習センター事務長 総務係 廃棄
2017 東京多摩学習センター 式典 入学者の集い 入学者の集い（平成29年度） 東京多摩学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 東京多摩学習センター 東京多摩学習センター事務長 総務係 廃棄
2018 東京多摩学習センター 式典 入学者の集い 入学者の集い（平成30年度） 東京多摩学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 東京多摩学習センター 東京多摩学習センター事務長 総務係 廃棄
2019 東京多摩学習センター 式典 入学者の集い 入学者の集い（令和元年度） 東京多摩学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 東京多摩学習センター 東京多摩学習センター事務長 総務係 廃棄
2010 東京多摩学習センター 式典 卒業証書・学位記授与式 卒業証書・学位記授与式（平成22年度） 東京多摩学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 東京多摩学習センター 東京多摩学習センター事務長 総務係 廃棄
2011 東京多摩学習センター 式典 卒業証書・学位記授与式 卒業証書・学位記授与式（平成23年度） 東京多摩学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 東京多摩学習センター 東京多摩学習センター事務長 総務係 廃棄
2012 東京多摩学習センター 式典 卒業証書・学位記授与式 卒業証書・学位記授与式（平成24年度） 東京多摩学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 東京多摩学習センター 東京多摩学習センター事務長 総務係 廃棄
2013 東京多摩学習センター 式典 卒業証書・学位記授与式 卒業証書・学位記授与式（平成25年度） 東京多摩学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 東京多摩学習センター 東京多摩学習センター事務長 総務係 廃棄
2014 東京多摩学習センター 式典 卒業証書・学位記授与式 卒業証書・学位記授与式（平成26年度） 東京多摩学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 東京多摩学習センター 東京多摩学習センター事務長 総務係 廃棄
2015 東京多摩学習センター 式典 卒業証書・学位記授与式 卒業証書・学位記授与式（平成27年度） 東京多摩学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 東京多摩学習センター 東京多摩学習センター事務長 総務係 廃棄
2016 東京多摩学習センター 式典 卒業証書・学位記授与式 卒業証書・学位記授与式（平成28年度） 東京多摩学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 東京多摩学習センター 東京多摩学習センター事務長 総務係 廃棄
2017 東京多摩学習センター 式典 卒業証書・学位記授与式 卒業証書・学位記授与式（平成29年度） 東京多摩学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 東京多摩学習センター 東京多摩学習センター事務長 総務係 廃棄
2018 東京多摩学習センター 式典 卒業証書・学位記授与式 卒業証書・学位記授与式（平成30年度） 東京多摩学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 東京多摩学習センター 東京多摩学習センター事務長 総務係 廃棄
2019 東京多摩学習センター 式典 卒業証書・学位記授与式 卒業証書・学位記授与式（令和元年度） 東京多摩学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 東京多摩学習センター 東京多摩学習センター事務長 総務係 廃棄
2015 東京多摩学習センター 人事 常勤職員記録文書 常勤職員記録文書（平成27年度） 東京多摩学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 東京多摩学習センター 東京多摩学習センター事務長 総務係 廃棄
2016 東京多摩学習センター 人事 常勤職員記録文書 常勤職員記録文書（平成28年度） 東京多摩学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 東京多摩学習センター 東京多摩学習センター事務長 総務係 廃棄
2017 東京多摩学習センター 人事 常勤職員記録文書 常勤職員記録文書（平成29年度） 東京多摩学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 東京多摩学習センター 東京多摩学習センター事務長 総務係 廃棄
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措置結果
2018 東京多摩学習センター 人事 常勤職員記録文書 常勤職員記録文書（平成30年度） 東京多摩学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 東京多摩学習センター 東京多摩学習センター事務長 総務係 廃棄
2019 東京多摩学習センター 人事 常勤職員記録文書 常勤職員記録文書（令和元年度） 東京多摩学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 東京多摩学習センター 東京多摩学習センター事務長 総務係 廃棄
2015 東京多摩学習センター 人事 非常勤職員記録文書 非常勤職員記録文書（平成27年度） 東京多摩学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 東京多摩学習センター 東京多摩学習センター事務長 総務係 廃棄
2016 東京多摩学習センター 人事 非常勤職員記録文書 非常勤職員記録文書（平成28年度） 東京多摩学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 東京多摩学習センター 東京多摩学習センター事務長 総務係 廃棄
2017 東京多摩学習センター 人事 非常勤職員記録文書 非常勤職員記録文書（平成29年度） 東京多摩学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 東京多摩学習センター 東京多摩学習センター事務長 総務係 廃棄
2018 東京多摩学習センター 人事 非常勤職員記録文書 非常勤職員記録文書（平成30年度） 東京多摩学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 東京多摩学習センター 東京多摩学習センター事務長 総務係 廃棄
2019 東京多摩学習センター 人事 非常勤職員記録文書 非常勤職員記録文書（令和元年度） 東京多摩学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 東京多摩学習センター 東京多摩学習センター事務長 総務係 廃棄
2015 東京多摩学習センター 広報 広報資料 広報資料（平成27年度） 東京多摩学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 東京多摩学習センター 東京多摩学習センター事務長 総務係 廃棄
2016 東京多摩学習センター 広報 広報資料 広報資料（平成28年度） 東京多摩学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 東京多摩学習センター 東京多摩学習センター事務長 総務係 廃棄
2017 東京多摩学習センター 広報 広報資料 広報資料（平成29年度） 東京多摩学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 東京多摩学習センター 東京多摩学習センター事務長 総務係 廃棄
2018 東京多摩学習センター 広報 広報資料 広報資料（平成30年度） 東京多摩学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 東京多摩学習センター 東京多摩学習センター事務長 総務係 廃棄
2019 東京多摩学習センター 広報 広報資料 広報資料（令和元年度） 東京多摩学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 東京多摩学習センター 東京多摩学習センター事務長 総務係 廃棄
2015 東京多摩学習センター 広報 東京多摩学習センター公開講演会 東京多摩学習センター公開講演会（平成27年度） 東京多摩学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 東京多摩学習センター 東京多摩学習センター事務長 総務係 廃棄
2016 東京多摩学習センター 広報 東京多摩学習センター公開講演会 東京多摩学習センター公開講演会（平成28年度） 東京多摩学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 東京多摩学習センター 東京多摩学習センター事務長 総務係 廃棄
2017 東京多摩学習センター 広報 東京多摩学習センター公開講演会 東京多摩学習センター公開講演会（平成29年度） 東京多摩学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 東京多摩学習センター 東京多摩学習センター事務長 総務係 廃棄
2018 東京多摩学習センター 広報 東京多摩学習センター公開講演会 東京多摩学習センター公開講演会（平成30年度） 東京多摩学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 東京多摩学習センター 東京多摩学習センター事務長 総務係 廃棄
2019 東京多摩学習センター 広報 東京多摩学習センター公開講演会 東京多摩学習センター公開講演会（令和元年度） 東京多摩学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 東京多摩学習センター 東京多摩学習センター事務長 総務係 廃棄
2010 東京多摩学習センター 庶務 旅行命令簿 旅行命令簿（平成２２年度） 東京多摩学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 東京多摩学習センター 東京多摩学習センター事務長 総務係 廃棄
2011 東京多摩学習センター 庶務 旅行命令簿 旅行命令簿（平成２３年度） 東京多摩学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 東京多摩学習センター 東京多摩学習センター事務長 総務係 廃棄
2012 東京多摩学習センター 庶務 旅行命令簿 旅行命令簿（平成２４年度） 東京多摩学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 東京多摩学習センター 東京多摩学習センター事務長 総務係 廃棄
2013 東京多摩学習センター 庶務 旅行命令簿 旅行命令簿（平成２５年度） 東京多摩学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 東京多摩学習センター 東京多摩学習センター事務長 総務係 廃棄
2014 東京多摩学習センター 庶務 旅行命令簿 旅行命令簿（平成２６年度） 東京多摩学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 東京多摩学習センター 東京多摩学習センター事務長 総務係 廃棄
2015 東京多摩学習センター 庶務 旅行命令簿 旅行命令簿（平成２７年度） 東京多摩学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 東京多摩学習センター 東京多摩学習センター事務長 総務係 廃棄
2016 東京多摩学習センター 庶務 旅行命令簿 旅行命令簿（平成２８年度） 東京多摩学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 東京多摩学習センター 東京多摩学習センター事務長 総務係 廃棄
2017 東京多摩学習センター 庶務 旅行命令簿 旅行命令簿（平成２９年度） 東京多摩学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 東京多摩学習センター 東京多摩学習センター事務長 総務係 廃棄
2018 東京多摩学習センター 庶務 旅行命令簿 旅行命令簿（平成３０年度） 東京多摩学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 東京多摩学習センター 東京多摩学習センター事務長 総務係 廃棄
2019 東京多摩学習センター 庶務 旅行命令簿 旅行命令簿（令和元年度） 東京多摩学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 東京多摩学習センター 東京多摩学習センター事務長 総務係 廃棄
2010 東京多摩学習センター 庶務 出張復命書 出張復命書（平成２２年度） 東京多摩学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 東京多摩学習センター 東京多摩学習センター事務長 総務係 廃棄
2011 東京多摩学習センター 庶務 出張復命書 出張復命書（平成２３年度） 東京多摩学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 東京多摩学習センター 東京多摩学習センター事務長 総務係 廃棄
2012 東京多摩学習センター 庶務 出張復命書 出張復命書（平成２４年度） 東京多摩学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 東京多摩学習センター 東京多摩学習センター事務長 総務係 廃棄
2013 東京多摩学習センター 庶務 出張復命書 出張復命書（平成２５年度） 東京多摩学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 東京多摩学習センター 東京多摩学習センター事務長 総務係 廃棄
2014 東京多摩学習センター 庶務 出張復命書 出張復命書（平成２６年度） 東京多摩学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 東京多摩学習センター 東京多摩学習センター事務長 総務係 廃棄
2015 東京多摩学習センター 庶務 出張復命書 出張復命書（平成２７年度） 東京多摩学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 東京多摩学習センター 東京多摩学習センター事務長 総務係 廃棄
2016 東京多摩学習センター 庶務 出張復命書 出張復命書（平成２８年度） 東京多摩学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 東京多摩学習センター 東京多摩学習センター事務長 総務係 廃棄
2017 東京多摩学習センター 庶務 出張復命書 出張復命書（平成２９年度） 東京多摩学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 東京多摩学習センター 東京多摩学習センター事務長 総務係 廃棄
2018 東京多摩学習センター 庶務 出張復命書 出張復命書（平成３０年度） 東京多摩学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 東京多摩学習センター 東京多摩学習センター事務長 総務係 廃棄
2019 東京多摩学習センター 庶務 出張復命書 出張復命書（令和元年度） 東京多摩学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 東京多摩学習センター 東京多摩学習センター事務長 総務係 廃棄
2010 東京多摩学習センター 庶務 旅行命令・依頼　伺 平成２２年度　旅行命令・依頼　伺１ 東京多摩学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 東京多摩学習センター 東京多摩学習センター事務長 総務係 廃棄
2011 東京多摩学習センター 庶務 旅行命令・依頼　伺 平成２３年度　旅行命令・依頼　伺1 東京多摩学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 東京多摩学習センター 東京多摩学習センター事務長 総務係 廃棄
2012 東京多摩学習センター 庶務 旅行命令・依頼　伺 平成２４年度　旅行命令・依頼　伺1 東京多摩学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 東京多摩学習センター 東京多摩学習センター事務長 総務係 廃棄
2013 東京多摩学習センター 庶務 旅行命令・依頼　伺 平成２５年度　旅行命令・依頼　伺1 東京多摩学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 東京多摩学習センター 東京多摩学習センター事務長 総務係 廃棄
2014 東京多摩学習センター 庶務 旅行命令・依頼　伺 平成２６年度　旅行命令・依頼　伺1 東京多摩学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 東京多摩学習センター 東京多摩学習センター事務長 総務係 廃棄
2015 東京多摩学習センター 庶務 旅行命令・依頼　伺 平成２７年度　旅行命令・依頼　伺1 東京多摩学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 東京多摩学習センター 東京多摩学習センター事務長 総務係 廃棄
2016 東京多摩学習センター 庶務 旅行命令・依頼　伺 平成２８年度　旅行命令・依頼・伺1 東京多摩学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 東京多摩学習センター 東京多摩学習センター事務長 総務係 廃棄
2017 東京多摩学習センター 庶務 旅行命令・依頼　伺 平成２９年度　旅行命令・依頼・伺1 東京多摩学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 東京多摩学習センター 東京多摩学習センター事務長 総務係 廃棄
2018 東京多摩学習センター 庶務 旅行命令・依頼　伺 平成３０年度　旅行命令・依頼・伺1 東京多摩学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 東京多摩学習センター 東京多摩学習センター事務長 総務係 廃棄
2019 東京多摩学習センター 庶務 旅行命令・依頼　伺 令和元年度　旅行命令・依頼・伺1 東京多摩学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 東京多摩学習センター 東京多摩学習センター事務長 総務係 廃棄
2015 東京多摩学習センター 庶務 外勤交通費請求書 平成27年度　外勤交通費請求書 東京多摩学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 東京多摩学習センター 東京多摩学習センター事務長 総務係 廃棄
2016 東京多摩学習センター 庶務 外勤交通費請求書 平成２８年度　外勤交通費請求書 東京多摩学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 東京多摩学習センター 東京多摩学習センター事務長 総務係 廃棄
2017 東京多摩学習センター 庶務 外勤交通費請求書 平成２９年度　外勤交通費請求書 東京多摩学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 東京多摩学習センター 東京多摩学習センター事務長 総務係 廃棄
2018 東京多摩学習センター 庶務 外勤交通費請求書 平成３０年度　外勤交通費請求書 東京多摩学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 東京多摩学習センター 東京多摩学習センター事務長 総務係 廃棄
2019 東京多摩学習センター 庶務 外勤交通費請求書 令和元年度　外勤交通費請求書 東京多摩学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 東京多摩学習センター 東京多摩学習センター事務長 総務係 廃棄
2015 東京多摩学習センター 職員 面接授業勤務時間報告書 平成２７年度　面接授業勤務時間報告書 東京多摩学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 東京多摩学習センター 東京多摩学習センター事務長 総務係 廃棄
2016 東京多摩学習センター 職員 面接授業勤務時間報告書 平成２８年度　面接授業勤務時間報告書 東京多摩学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 東京多摩学習センター 東京多摩学習センター事務長 総務係 廃棄
2017 東京多摩学習センター 職員 面接授業勤務時間報告書 平成２９年度　面接授業勤務時間報告書 東京多摩学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 東京多摩学習センター 東京多摩学習センター事務長 総務係 廃棄
2018 東京多摩学習センター 職員 面接授業勤務時間報告書 平成３０年度　面接授業勤務時間報告書 東京多摩学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 東京多摩学習センター 東京多摩学習センター事務長 総務係 廃棄
2019 東京多摩学習センター 職員 面接授業勤務時間報告書 令和元年度　面接授業勤務時間報告書 東京多摩学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 東京多摩学習センター 東京多摩学習センター事務長 総務係 廃棄
2019 東京多摩学習センター 職員 扶養手当 扶養手当 東京多摩学習センター事務長 2020/4/1 3年（支給喪失から） 紙 東京多摩学習センター 東京多摩学習センター事務長 総務係 廃棄
2019 東京多摩学習センター 職員 住居手当 住居手当 東京多摩学習センター事務長 2020/4/1 3年（支給喪失から） 紙 東京多摩学習センター 東京多摩学習センター事務長 総務係 廃棄
2019 東京多摩学習センター 職員 通勤手当 通勤手当 東京多摩学習センター事務長 2020/4/1 3年（支給喪失から） 紙 東京多摩学習センター 東京多摩学習センター事務長 総務係 廃棄
2019 東京多摩学習センター 職員 諸手当認定簿 諸手当認定簿 東京多摩学習センター事務長 2020/4/1 3年（支給喪失から） 紙 東京多摩学習センター 東京多摩学習センター事務長 総務係 廃棄
2017 東京多摩学習センター 職員 係長・係員等研修会 係長・職員等研修会（平成29年度） 東京多摩学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 東京多摩学習センター 東京多摩学習センター事務長 総務係 廃棄
2018 東京多摩学習センター 職員 係長・係員等研修会 係長・職員等研修会（平成３０年度） 東京多摩学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 東京多摩学習センター 東京多摩学習センター事務長 総務係 廃棄
2019 東京多摩学習センター 職員 係長・係員等研修会 係長・職員等研修会（令和元年度） 東京多摩学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 東京多摩学習センター 東京多摩学習センター事務長 総務係 廃棄
2015 東京多摩学習センター 面接授業 面接授業 平成２８年度　面接授業 東京多摩学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 東京多摩学習センター 東京多摩学習センター事務長 教務係 廃棄
2016 東京多摩学習センター 面接授業 面接授業 平成２９年度　面接授業 東京多摩学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 東京多摩学習センター 東京多摩学習センター事務長 教務係 廃棄
2017 東京多摩学習センター 面接授業 面接授業 平成３０年度　面接授業 東京多摩学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 東京多摩学習センター 東京多摩学習センター事務長 教務係 廃棄
2018 東京多摩学習センター 面接授業 面接授業 平成３１年度　面接授業 東京多摩学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 東京多摩学習センター 東京多摩学習センター事務長 教務係 廃棄
2019 東京多摩学習センター 面接授業 面接授業 令和2年度　面接授業 東京多摩学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 東京多摩学習センター 東京多摩学習センター事務長 教務係 廃棄
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2015 東京多摩学習センター 面接授業 面接授業時間割作成業務 平成２８年度　第１学期面接授業時間割作成業務 東京多摩学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 東京多摩学習センター 東京多摩学習センター事務長 教務係 廃棄
2015 東京多摩学習センター 面接授業 面接授業時間割作成業務 平成２８年度　第２学期面接授業時間割作成業務 東京多摩学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 東京多摩学習センター 東京多摩学習センター事務長 教務係 廃棄
2016 東京多摩学習センター 面接授業 面接授業時間割作成業務 平成２９年度　第１学期面接授業時間割作成業務 東京多摩学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 東京多摩学習センター 東京多摩学習センター事務長 教務係 廃棄
2016 東京多摩学習センター 面接授業 面接授業時間割作成業務 平成２９年度　第２学期面接授業時間割作成業務 東京多摩学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 東京多摩学習センター 東京多摩学習センター事務長 教務係 廃棄
2017 東京多摩学習センター 面接授業 面接授業時間割作成業務 平成３０年度　第１学期面接授業時間割作成業務 東京多摩学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 東京多摩学習センター 東京多摩学習センター事務長 教務係 廃棄
2017 東京多摩学習センター 面接授業 面接授業時間割作成業務 平成３０年度　第２学期面接授業時間割作成業務 東京多摩学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 東京多摩学習センター 東京多摩学習センター事務長 教務係 廃棄
2018 東京多摩学習センター 面接授業 面接授業時間割作成業務 ２０１９年度　第１学期面接授業時間割作成業務 東京多摩学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 東京多摩学習センター 東京多摩学習センター事務長 教務係 廃棄
2018 東京多摩学習センター 面接授業 面接授業時間割作成業務 ２０１９年度　第２学期面接授業時間割作成業務 東京多摩学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 東京多摩学習センター 東京多摩学習センター事務長 教務係 廃棄
2019 東京多摩学習センター 面接授業 面接授業時間割作成業務 令和2年度　第１学期面接授業時間割作成業務 東京多摩学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 東京多摩学習センター 東京多摩学習センター事務長 教務係 廃棄
2019 東京多摩学習センター 面接授業 面接授業時間割作成業務 令和2年度　第２学期面接授業時間割作成業務 東京多摩学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 東京多摩学習センター 東京多摩学習センター事務長 教務係 廃棄
2015 東京多摩学習センター 学生関係 学生研修旅行 学生研修旅行（平成２７年度） 東京多摩学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 東京多摩学習センター 東京多摩学習センター事務長 総務係 廃棄
2016 東京多摩学習センター 学生関係 学生研修旅行 学生研修旅行（平成２８年度） 東京多摩学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 東京多摩学習センター 東京多摩学習センター事務長 総務係 廃棄
2017 東京多摩学習センター 学生関係 学生研修旅行 学生研修旅行（平成２９年度） 東京多摩学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 東京多摩学習センター 東京多摩学習センター事務長 総務係 廃棄
2018 東京多摩学習センター 学生関係 学生研修旅行 学生研修旅行（平成３０年度） 東京多摩学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 東京多摩学習センター 東京多摩学習センター事務長 総務係 廃棄
2019 東京多摩学習センター 学生関係 学生研修旅行 学生研修旅行（令和元年度） 東京多摩学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 東京多摩学習センター 東京多摩学習センター事務長 総務係 廃棄
2015 東京多摩学習センター 入試 大学院入学試験 Ｈ２７大学院入学試験 東京多摩学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 東京多摩学習センター 東京多摩学習センター事務長 総務係 廃棄
2016 東京多摩学習センター 入試 大学院入学試験 H２８大学院入学試験 東京多摩学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 東京多摩学習センター 東京多摩学習センター事務長 廃棄
2017 東京多摩学習センター 入試 大学院入学試験 H２９大学院入学試験 東京多摩学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 東京多摩学習センター 東京多摩学習センター事務長 廃棄
2015 東京多摩学習センター 入試 出願受付関係書類 出願受付関係書類（平成27年度） 東京多摩学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 東京多摩学習センター 東京多摩学習センター事務長 教務係 廃棄
2016 東京多摩学習センター 入試 出願受付関係書類 出願受付関係書類（平成28年度） 東京多摩学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 東京多摩学習センター 東京多摩学習センター事務長 廃棄
2015 東京多摩学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験 Ｈ２７－１単位認定試験 東京多摩学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 東京多摩学習センター 東京多摩学習センター事務長 総務係 廃棄
2015 東京多摩学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験 Ｈ２７－２単位認定試験 東京多摩学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 東京多摩学習センター 東京多摩学習センター事務長 総務係 廃棄
2016 東京多摩学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験 Ｈ２８－１単位認定試験 東京多摩学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 東京多摩学習センター 東京多摩学習センター事務長 総務係 廃棄
2016 東京多摩学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験 Ｈ２８－２単位認定試験 東京多摩学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 東京多摩学習センター 東京多摩学習センター事務長 総務係 廃棄
2017 東京多摩学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験 Ｈ２９－１単位認定試験 東京多摩学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 東京多摩学習センター 東京多摩学習センター事務長 総務係 廃棄
2017 東京多摩学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験 Ｈ２９－２単位認定試験 東京多摩学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 東京多摩学習センター 東京多摩学習センター事務長 総務係 廃棄
2018 東京多摩学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験 Ｈ３０－１単位認定試験 東京多摩学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 東京多摩学習センター 東京多摩学習センター事務長 総務係 廃棄
2018 東京多摩学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験 Ｈ３０－２単位認定試験 東京多摩学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 東京多摩学習センター 東京多摩学習センター事務長 総務係 廃棄
2019 東京多摩学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験 R01－1単位認定試験 東京多摩学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 東京多摩学習センター 東京多摩学習センター事務長 総務係 廃棄
2019 東京多摩学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験 R01－2単位認定試験 東京多摩学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 東京多摩学習センター 東京多摩学習センター事務長 総務係 廃棄
2015 東京多摩学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験（集中型） Ｈ２７　単位認定試験（集中型） 東京多摩学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 東京多摩学習センター 東京多摩学習センター事務長 総務係 廃棄
2010 東京多摩学習センター 会計 前渡資金要求書 平成22年度　前渡資金要求書 東京多摩学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 東京多摩学習センター 東京多摩学習センター事務長 総務係 廃棄
2011 東京多摩学習センター 会計 前渡資金要求書 平成23年度　前渡資金要求書 東京多摩学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 東京多摩学習センター 東京多摩学習センター事務長 総務係 廃棄
2012 東京多摩学習センター 会計 前渡資金要求書 平成24年度　前渡資金要求書 東京多摩学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 東京多摩学習センター 東京多摩学習センター事務長 総務係 廃棄
2013 東京多摩学習センター 会計 前渡資金要求書 平成25年度　前渡資金要求書 東京多摩学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 東京多摩学習センター 東京多摩学習センター事務長 総務係 廃棄
2014 東京多摩学習センター 会計 前渡資金要求書 平成26年度　前渡資金要求書 東京多摩学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 東京多摩学習センター 東京多摩学習センター事務長 総務係 廃棄
2015 東京多摩学習センター 会計 前渡資金要求書 平成27年度　前渡資金要求書 東京多摩学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 東京多摩学習センター 東京多摩学習センター事務長 総務係 廃棄
2016 東京多摩学習センター 会計 前渡資金要求書 平成28年度　前渡資金要求書 東京多摩学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 東京多摩学習センター 東京多摩学習センター事務長 総務係 廃棄
2017 東京多摩学習センター 会計 前渡資金要求書 平成29年度　前渡資金要求書 東京多摩学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 東京多摩学習センター 東京多摩学習センター事務長 総務係 廃棄
2018 東京多摩学習センター 会計 前渡資金要求書 平成30年度　前渡資金要求書 東京多摩学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 東京多摩学習センター 東京多摩学習センター事務長 総務係 廃棄
2019 東京多摩学習センター 会計 前渡資金要求書 令和元年度　前渡資金要求書 東京多摩学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 東京多摩学習センター 東京多摩学習センター事務長 総務係 廃棄
2010 東京多摩学習センター 会計 三連符 平成22年度　三連符１ 東京多摩学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 東京多摩学習センター 東京多摩学習センター事務長 総務係 廃棄
2011 東京多摩学習センター 会計 三連符 平成23年度　三連符１ 東京多摩学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 東京多摩学習センター 東京多摩学習センター事務長 総務係 廃棄
2010 東京多摩学習センター 会計 支払伝票 平成22年度　支払伝票１ 東京多摩学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 東京多摩学習センター 東京多摩学習センター事務長 総務係 廃棄
2011 東京多摩学習センター 会計 支払伝票 平成23年度　支払伝票１ 東京多摩学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 東京多摩学習センター 東京多摩学習センター事務長 総務係 廃棄
2012 東京多摩学習センター 会計 支払伝票 平成24年度　購入依頼書・債務計上票 東京多摩学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 東京多摩学習センター 東京多摩学習センター事務長 総務係 廃棄
2013 東京多摩学習センター 会計 支払伝票 平成25年度　購入依頼書・債務計上票 東京多摩学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 東京多摩学習センター 東京多摩学習センター事務長 総務係 廃棄
2014 東京多摩学習センター 会計 支払伝票 平成26年度　購入依頼書・債務計上票 東京多摩学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 東京多摩学習センター 東京多摩学習センター事務長 総務係 廃棄
2015 東京多摩学習センター 会計 支払伝票 平成27年度　購入依頼書・債務計上票 東京多摩学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 東京多摩学習センター 東京多摩学習センター事務長 総務係 廃棄
2016 東京多摩学習センター 会計 支払伝票 平成28年度　購入依頼書・債務計上票 東京多摩学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 東京多摩学習センター 東京多摩学習センター事務長 総務係 廃棄
2017 東京多摩学習センター 会計 支払伝票 平成29年度　購入依頼書・債務計上票 東京多摩学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 東京多摩学習センター 東京多摩学習センター事務長 総務係 廃棄
2018 東京多摩学習センター 会計 支払伝票 平成30年度　購入依頼書・債務計上票 東京多摩学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 東京多摩学習センター 東京多摩学習センター事務長 総務係 廃棄
2019 東京多摩学習センター 会計 支払伝票 令和元年度　購入依頼書・債務計上票 東京多摩学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 東京多摩学習センター 東京多摩学習センター事務長 総務係 廃棄
2010 東京多摩学習センター 会計 出納員・現金払込 出納員・現金払込（平成22年度） 東京多摩学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 東京多摩学習センター 東京多摩学習センター事務長 総務係 廃棄
2011 東京多摩学習センター 会計 出納員・現金払込 出納員・現金払込（平成23年度） 東京多摩学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 東京多摩学習センター 東京多摩学習センター事務長 総務係 廃棄
2012 東京多摩学習センター 会計 出納員・現金払込 出納員・現金払込（平成24年度） 東京多摩学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 東京多摩学習センター 東京多摩学習センター事務長 総務係 廃棄
2014 東京多摩学習センター 会計 出納員・現金払込 出納員・現金払込（平成26年度） 東京多摩学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 東京多摩学習センター 東京多摩学習センター事務長 総務係 廃棄
2013 東京多摩学習センター 会計 出納員・現金払込 出納員・現金払込（平成25年度） 東京多摩学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 東京多摩学習センター 東京多摩学習センター事務長 総務係 廃棄
2015 東京多摩学習センター 会計 出納員・現金払込 出納員・現金払込（平成27年度） 東京多摩学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 東京多摩学習センター 東京多摩学習センター事務長 総務係 廃棄
2016 東京多摩学習センター 会計 出納員・現金払込 出納員・現金払込（平成28年度） 東京多摩学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 東京多摩学習センター 東京多摩学習センター事務長 総務係 廃棄
2017 東京多摩学習センター 会計 出納員・現金払込 出納員・現金払込（平成29年度） 東京多摩学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 東京多摩学習センター 東京多摩学習センター事務長 総務係 廃棄
2018 東京多摩学習センター 会計 出納員・現金払込 出納員・現金払込（平成30年度） 東京多摩学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 東京多摩学習センター 東京多摩学習センター事務長 総務係 廃棄
2019 東京多摩学習センター 会計 出納員・現金払込 出納員・現金払込（令和元年度） 東京多摩学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 東京多摩学習センター 東京多摩学習センター事務長 総務係 廃棄
2010 東京多摩学習センター 会計 ＯｐｅｎＦｏｒｕｍ有償配布報告書 平成22年度　印刷教材販売代金報告書 東京多摩学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 東京多摩学習センター 東京多摩学習センター事務長 総務係 廃棄
2011 東京多摩学習センター 会計 ＯｐｅｎＦｏｒｕｍ有償配布報告書 平成23年度　印刷教材販売代金報告書 東京多摩学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 東京多摩学習センター 東京多摩学習センター事務長 総務係 廃棄
2012 東京多摩学習センター 会計 ＯｐｅｎＦｏｒｕｍ有償配布報告書 平成24年度　印刷教材販売代金報告書 東京多摩学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 東京多摩学習センター 東京多摩学習センター事務長 総務係 廃棄
2013 東京多摩学習センター 会計 ＯｐｅｎＦｏｒｕｍ有償配布報告書 平成25年度　印刷教材販売代金報告書 東京多摩学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 東京多摩学習センター 東京多摩学習センター事務長 総務係 廃棄
2014 東京多摩学習センター 会計 ＯｐｅｎＦｏｒｕｍ有償配布報告書 平成26年度　印刷教材販売代金報告書 東京多摩学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 東京多摩学習センター 東京多摩学習センター事務長 総務係 廃棄
2015 東京多摩学習センター 会計 ＯｐｅｎＦｏｒｕｍ有償配布報告書 平成27年度　印刷教材販売代金報告書 東京多摩学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 東京多摩学習センター 東京多摩学習センター事務長 総務係 廃棄
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措置結果
2016 東京多摩学習センター 会計 ＯｐｅｎＦｏｒｕｍ有償配布報告書 平成28年度　印刷教材販売代金報告書 東京多摩学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 東京多摩学習センター 東京多摩学習センター事務長 総務係 廃棄
2017 東京多摩学習センター 会計 ＯｐｅｎＦｏｒｕｍ有償配布報告書 平成29年度　印刷教材販売代金報告書 東京多摩学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 東京多摩学習センター 東京多摩学習センター事務長 総務係 廃棄
2018 東京多摩学習センター 会計 ＯｐｅｎＦｏｒｕｍ有償配布報告書 平成30年度　印刷教材販売代金報告書 東京多摩学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 東京多摩学習センター 東京多摩学習センター事務長 総務係 廃棄
2019 東京多摩学習センター 会計 ＯｐｅｎＦｏｒｕｍ有償配布報告書 令和元年度　印刷教材販売代金報告書 東京多摩学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 東京多摩学習センター 東京多摩学習センター事務長 総務係 廃棄
2010 東京多摩学習センター 会計 ＯｐｅｎＦｏｒｕｍ有償配布報告書 平成22年度　ＯｐｅｎＦｏｒｕｍ有償配布報告書 東京多摩学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 東京多摩学習センター 東京多摩学習センター事務長 総務係 廃棄
2011 東京多摩学習センター 会計 ＯｐｅｎＦｏｒｕｍ有償配布報告書 平成23年度　ＯｐｅｎＦｏｒｕｍ有償配布報告書 東京多摩学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 東京多摩学習センター 東京多摩学習センター事務長 総務係 廃棄
2012 東京多摩学習センター 会計 ＯｐｅｎＦｏｒｕｍ有償配布報告書 平成24年度　ＯｐｅｎＦｏｒｕｍ有償配布報告書 東京多摩学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 東京多摩学習センター 東京多摩学習センター事務長 総務係 廃棄
2013 東京多摩学習センター 会計 ＯｐｅｎＦｏｒｕｍ有償配布報告書 平成25年度　ＯｐｅｎＦｏｒｕｍ有償配布報告書 東京多摩学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 東京多摩学習センター 東京多摩学習センター事務長 総務係 廃棄
2014 東京多摩学習センター 会計 ＯｐｅｎＦｏｒｕｍ有償配布報告書 平成26年度　ＯｐｅｎＦｏｒｕｍ有償配布報告書 東京多摩学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 東京多摩学習センター 東京多摩学習センター事務長 総務係 廃棄
2015 東京多摩学習センター 会計 ＯｐｅｎＦｏｒｕｍ有償配布報告書 平成27年度　ＯｐｅｎＦｏｒｕｍ有償配布報告書 東京多摩学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 東京多摩学習センター 東京多摩学習センター事務長 総務係 廃棄
2016 東京多摩学習センター 会計 ＯｐｅｎＦｏｒｕｍ有償配布報告書 平成28年度　ＯｐｅｎＦｏｒｕｍ有償配布報告書 東京多摩学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 東京多摩学習センター 東京多摩学習センター事務長 総務係 廃棄
2017 東京多摩学習センター 会計 ＯｐｅｎＦｏｒｕｍ有償配布報告書 平成29年度　ＯｐｅｎＦｏｒｕｍ有償配布報告書 東京多摩学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 東京多摩学習センター 東京多摩学習センター事務長 総務係 廃棄
2018 東京多摩学習センター 会計 ＯｐｅｎＦｏｒｕｍ有償配布報告書 平成30年度　ＯｐｅｎＦｏｒｕｍ有償配布報告書 東京多摩学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 東京多摩学習センター 東京多摩学習センター事務長 総務係 廃棄
2019 東京多摩学習センター 会計 ＯｐｅｎＦｏｒｕｍ有償配布報告書 令和元年度　ＯｐｅｎＦｏｒｕｍ有償配布報告書 東京多摩学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 東京多摩学習センター 東京多摩学習センター事務長 総務係 廃棄
2010 東京多摩学習センター 会計 現金払込仕訳書 平成22年度　現金払込仕訳書 東京多摩学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 東京多摩学習センター 東京多摩学習センター事務長 総務係 廃棄
2011 東京多摩学習センター 会計 現金払込仕訳書 平成23年度　現金払込仕訳書 東京多摩学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 東京多摩学習センター 東京多摩学習センター事務長 総務係 廃棄
2012 東京多摩学習センター 会計 現金払込仕訳書 平成24年度　現金払込仕訳書 東京多摩学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 東京多摩学習センター 東京多摩学習センター事務長 総務係 廃棄
2013 東京多摩学習センター 会計 現金払込仕訳書 平成25年度　現金払込仕訳書 東京多摩学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 東京多摩学習センター 東京多摩学習センター事務長 総務係 廃棄
2014 東京多摩学習センター 会計 現金払込仕訳書 平成26年度　現金払込仕訳書 東京多摩学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 東京多摩学習センター 東京多摩学習センター事務長 総務係 廃棄
2015 東京多摩学習センター 会計 現金払込仕訳書 平成27年度　現金払込仕訳書 東京多摩学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 東京多摩学習センター 東京多摩学習センター事務長 総務係 廃棄
2016 東京多摩学習センター 会計 現金払込仕訳書 平成28年度　現金払込仕分書 東京多摩学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 東京多摩学習センター 東京多摩学習センター事務長 総務係 廃棄
2017 東京多摩学習センター 会計 現金払込仕訳書 平成29年度　現金払込仕分書 東京多摩学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 東京多摩学習センター 東京多摩学習センター事務長 総務係 廃棄
2018 東京多摩学習センター 会計 現金払込仕訳書 平成30年度　現金払込仕分書 東京多摩学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 東京多摩学習センター 東京多摩学習センター事務長 総務係 廃棄
2019 東京多摩学習センター 会計 現金払込仕訳書 令和元年度　現金払込仕分書 東京多摩学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 東京多摩学習センター 東京多摩学習センター事務長 総務係 廃棄
2015 東京多摩学習センター 会計 面接授業講師・補助者賃金 平成２７年度　面接授業講師・補助者賃金 東京多摩学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 東京多摩学習センター 東京多摩学習センター事務長 総務係 廃棄
2016 東京多摩学習センター 会計 面接授業講師・補助者賃金 平成２８年度　面接授業講師・補助者賃金 東京多摩学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 東京多摩学習センター 東京多摩学習センター事務長 総務係 廃棄
2017 東京多摩学習センター 会計 面接授業講師・補助者賃金 平成２９年度　面接授業講師・補助者賃金 東京多摩学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 東京多摩学習センター 東京多摩学習センター事務長 総務係 廃棄
2018 東京多摩学習センター 会計 面接授業講師・補助者賃金 平成３０年度　面接授業講師・補助者賃金 東京多摩学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 東京多摩学習センター 東京多摩学習センター事務長 総務係 廃棄
2019 東京多摩学習センター 会計 面接授業講師・補助者賃金 令和元年度　面接授業講師・補助者賃金 東京多摩学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 東京多摩学習センター 東京多摩学習センター事務長 総務係 廃棄
2010 東京多摩学習センター 会計 予算執行計画書 予算執行計画書（平成22年度） 東京多摩学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 東京多摩学習センター 東京多摩学習センター事務長 総務係 廃棄
2011 東京多摩学習センター 会計 予算執行計画書 予算執行計画書（平成23年度） 東京多摩学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 東京多摩学習センター 東京多摩学習センター事務長 総務係 廃棄
2012 東京多摩学習センター 会計 予算執行計画書 予算執行計画書（平成24年度） 東京多摩学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 東京多摩学習センター 東京多摩学習センター事務長 総務係 廃棄
2013 東京多摩学習センター 会計 予算執行計画書 予算執行計画書（平成25年度） 東京多摩学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 東京多摩学習センター 東京多摩学習センター事務長 総務係 廃棄
2014 東京多摩学習センター 会計 予算執行計画書 予算執行計画書（平成２６年度） 東京多摩学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 東京多摩学習センター 東京多摩学習センター事務長 総務係 廃棄
2015 東京多摩学習センター 会計 予算執行計画書 予算執行計画書（平成２７年度） 東京多摩学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 東京多摩学習センター 東京多摩学習センター事務長 総務係 廃棄
2016 東京多摩学習センター 会計 予算執行計画書 予算執行計画書（平成２８年度） 東京多摩学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 東京多摩学習センター 東京多摩学習センター事務長 総務係 廃棄
2017 東京多摩学習センター 会計 予算執行計画書 予算執行計画書（平成２９年度） 東京多摩学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 東京多摩学習センター 東京多摩学習センター事務長 総務係 廃棄
2018 東京多摩学習センター 会計 予算執行計画書 予算執行計画書（平成３０年度） 東京多摩学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 東京多摩学習センター 東京多摩学習センター事務長 総務係 廃棄
2019 東京多摩学習センター 会計 予算執行計画書 予算執行計画書（令和元年度） 東京多摩学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 東京多摩学習センター 東京多摩学習センター事務長 総務係 廃棄
2010 東京多摩学習センター 会計 予算 予算（平成22年度） 東京多摩学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 東京多摩学習センター 東京多摩学習センター事務長 総務係 廃棄
2011 東京多摩学習センター 会計 予算 予算（平成23年度） 東京多摩学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 東京多摩学習センター 東京多摩学習センター事務長 総務係 廃棄
2012 東京多摩学習センター 会計 予算 予算（平成24年度） 東京多摩学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 東京多摩学習センター 東京多摩学習センター事務長 総務係 廃棄
2013 東京多摩学習センター 会計 予算 予算（平成25年度） 東京多摩学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 東京多摩学習センター 東京多摩学習センター事務長 総務係 廃棄
2014 東京多摩学習センター 会計 予算 予算（平成26年度） 東京多摩学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 東京多摩学習センター 東京多摩学習センター事務長 総務係 廃棄
2015 東京多摩学習センター 会計 予算 予算（平成27年度） 東京多摩学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 東京多摩学習センター 東京多摩学習センター事務長 総務係 廃棄
2016 東京多摩学習センター 会計 予算 予算（平成28年度） 東京多摩学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 東京多摩学習センター 東京多摩学習センター事務長 総務係 廃棄
2017 東京多摩学習センター 会計 予算 予算（平成29年度） 東京多摩学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 東京多摩学習センター 東京多摩学習センター事務長 総務係 廃棄
2018 東京多摩学習センター 会計 予算 予算（平成30年度） 東京多摩学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 東京多摩学習センター 東京多摩学習センター事務長 総務係 廃棄
2019 東京多摩学習センター 会計 予算 予算（令和元年度） 東京多摩学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 東京多摩学習センター 東京多摩学習センター事務長 総務係 廃棄
2011 東京渋谷学習センター 庶務 学習センター利用の手引き 学習センター利用の手引き（平成２３年度） 東京世田谷学習センター事務長 2012/4/1 無期限 紙 東京渋谷学習センター 東京渋谷学習センター事務長 廃棄
2012 東京渋谷学習センター 庶務 学習センター利用の手引き 学習センター利用の手引き（平成２４年度） 東京渋谷学習センター事務長 2013/4/1 無期限 紙 東京渋谷学習センター 東京渋谷学習センター事務長 廃棄
2013 東京渋谷学習センター 庶務 学習センター利用の手引き 学習センター利用の手引き（平成２５年度） 東京渋谷学習センター事務長 2014/4/1 無期限 紙 東京渋谷学習センター 東京渋谷学習センター事務長 廃棄
2014 東京渋谷学習センター 庶務 学習センター利用の手引き 学習センター利用の手引き（平成２６年度） 東京渋谷学習センター事務長 2015/4/1 無期限 紙 東京渋谷学習センター 東京渋谷学習センター事務長 廃棄
2015 東京渋谷学習センター 庶務 学習センター利用の手引き 学習センター利用の手引き（平成２７年度） 東京渋谷学習センター事務長 2016/4/1 無期限 紙 東京渋谷学習センター 東京渋谷学習センター事務長 廃棄
2016 東京渋谷学習センター 庶務 学習センター利用の手引き 学習センター利用の手引き（平成２８年度） 東京渋谷学習センター事務長 2017/4/1 無期限 紙 東京渋谷学習センター 東京渋谷学習センター事務長 廃棄
2017 東京渋谷学習センター 庶務 学習センター利用の手引き 学習センター利用の手引き（平成２９年度） 東京渋谷学習センター事務長 2018/4/1 無期限 紙 東京渋谷学習センター 東京渋谷学習センター事務長 廃棄
2018 東京渋谷学習センター 庶務 学習センター利用の手引き 学習センター利用の手引き（平成３０年度） 東京渋谷学習センター事務長 2019/4/1 無期限 紙 東京渋谷学習センター 東京渋谷学習センター事務長 廃棄
2019 東京渋谷学習センター 庶務 学習センター利用の手引き 学習センター利用の手引き（２０１９年度） 東京渋谷学習センター事務長 2020/4/1 無期限 紙 東京渋谷学習センター 東京渋谷学習センター事務長 廃棄
2010 東京渋谷学習センター 式典 学位記授与式・入学者の集い・下馬祭 学位記授与式・入学者の集い・下馬祭（平成２２年度） 東京世田谷学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 東京渋谷学習センター 東京渋谷学習センター事務長 廃棄
2011 東京渋谷学習センター 式典 学位記授与式・入学者の集い・下馬祭 学位記授与式・入学者の集い・下馬祭（平成２３年度） 東京世田谷学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 東京渋谷学習センター 東京渋谷学習センター事務長 廃棄
2012 東京渋谷学習センター 式典 各種行事（学位記授与式・入学者の集いほか） 各種行事（学位記授与式・入学者の集いほか）（平成２４年度） 東京渋谷学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 東京渋谷学習センター 東京渋谷学習センター事務長 廃棄
2013 東京渋谷学習センター 式典 各種行事（学位記授与式・入学者の集いほか） 各種行事（学位記授与式・入学者の集いほか）（平成２５年度） 東京渋谷学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 東京渋谷学習センター 東京渋谷学習センター事務長 廃棄
2014 東京渋谷学習センター 式典 各種行事（学位記授与式・入学者の集いほか） 各種行事（学位記授与式・入学者の集いほか）（平成２６年度） 東京渋谷学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 東京渋谷学習センター 東京渋谷学習センター事務長 廃棄
2015 東京渋谷学習センター 式典 各種行事（学位記授与式・入学者の集いほか） 各種行事（学位記授与式・入学者の集いほか）（平成２７年度） 東京渋谷学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 東京渋谷学習センター 東京渋谷学習センター事務長 廃棄
2016 東京渋谷学習センター 式典 各種行事（学位記授与式・入学者の集いほか） 各種行事（学位記授与式・入学者の集いほか）（平成２８年度） 東京渋谷学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 東京渋谷学習センター 東京渋谷学習センター事務長 廃棄
2017 東京渋谷学習センター 式典 各種行事（学位記授与式・入学者の集いほか） 各種行事（学位記授与式・入学者の集いほか）（平成２９年度） 東京渋谷学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 東京渋谷学習センター 東京渋谷学習センター事務長 廃棄
2018 東京渋谷学習センター 式典 各種行事（学位記授与式・入学者の集いほか） 各種行事（学位記授与式・入学者の集いほか）（平成３０年度） 東京渋谷学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 東京渋谷学習センター 東京渋谷学習センター事務長 廃棄
2019 東京渋谷学習センター 式典 各種行事（学位記授与式・入学者の集いほか） 各種行事（学位記授与式・入学者の集いほか）（２０１９年度） 東京渋谷学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 東京渋谷学習センター 東京渋谷学習センター事務長 廃棄
2015 東京渋谷学習センター 人事 人事関係文書 人事関係文書（平成２７年度） 東京渋谷学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 東京渋谷学習センター 東京渋谷学習センター事務長 廃棄
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措置結果
2016 東京渋谷学習センター 人事 人事関係文書 人事関係文書（平成２８年度） 東京渋谷学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 東京渋谷学習センター 東京渋谷学習センター事務長 廃棄
2017 東京渋谷学習センター 人事 人事関係文書 人事関係文書（平成２９年度） 東京渋谷学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 東京渋谷学習センター 東京渋谷学習センター事務長 廃棄
2018 東京渋谷学習センター 人事 人事関係文書 人事関係文書（平成３０年度） 東京渋谷学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 東京渋谷学習センター 東京渋谷学習センター事務長 廃棄
2019 東京渋谷学習センター 人事 人事関係文書 人事関係文書（２０１９年度） 東京渋谷学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 東京渋谷学習センター 東京渋谷学習センター事務長 廃棄
2015 東京渋谷学習センター 人事 面接授業担当講師依頼関係 面接授業担当講師依頼関係（平成２７年度） 東京渋谷学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 東京渋谷学習センター 東京渋谷学習センター事務長 廃棄
2016 東京渋谷学習センター 人事 面接授業担当講師依頼関係 面接授業担当講師依頼関係（平成２８年度） 東京渋谷学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 東京渋谷学習センター 東京渋谷学習センター事務長 廃棄
2017 東京渋谷学習センター 人事 面接授業担当講師依頼関係 面接授業担当講師依頼関係（平成２９年度） 東京渋谷学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 東京渋谷学習センター 東京渋谷学習センター事務長 廃棄
2018 東京渋谷学習センター 人事 面接授業担当講師依頼関係 面接授業担当講師依頼関係（平成３０年度） 東京渋谷学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 東京渋谷学習センター 東京渋谷学習センター事務長 廃棄
2019 東京渋谷学習センター 人事 面接授業担当講師依頼関係 面接授業担当講師依頼関係（２０１９年度） 東京渋谷学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 東京渋谷学習センター 東京渋谷学習センター事務長 廃棄
2017 東京渋谷学習センター 諸会議 東京渋谷学習センター会議 東京渋谷学習センター会議（平成２９年度） 東京渋谷学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 東京渋谷学習センター 東京渋谷学習センター事務長 廃棄
2018 東京渋谷学習センター 諸会議 東京渋谷学習センター会議 東京渋谷学習センター会議（平成３０年度） 東京渋谷学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 東京渋谷学習センター 東京渋谷学習センター事務長 廃棄
2019 東京渋谷学習センター 諸会議 東京渋谷学習センター会議 東京渋谷学習センター会議（２０１９年度） 東京渋谷学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 東京渋谷学習センター 東京渋谷学習センター事務長 廃棄
2015 東京渋谷学習センター 広報 広報活動 広報活動（平成２７年度） 東京渋谷学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 東京渋谷学習センター 東京渋谷学習センター事務長 廃棄
2016 東京渋谷学習センター 広報 広報活動 広報活動（平成２８年度） 東京渋谷学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 東京渋谷学習センター 東京渋谷学習センター事務長 廃棄
2017 東京渋谷学習センター 広報 広報活動 広報活動（平成２９年度） 東京渋谷学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 東京渋谷学習センター 東京渋谷学習センター事務長 廃棄
2018 東京渋谷学習センター 広報 広報活動 広報活動（平成３０年度） 東京渋谷学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 東京渋谷学習センター 東京渋谷学習センター事務長 廃棄
2019 東京渋谷学習センター 広報 広報活動 広報活動（２０１９年度） 東京渋谷学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 東京渋谷学習センター 東京渋谷学習センター事務長 廃棄
2015 東京渋谷学習センター 広報 講演会 講演会（平成２７年度） 東京渋谷学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 東京渋谷学習センター 東京渋谷学習センター事務長 廃棄
2016 東京渋谷学習センター 広報 講演会 講演会（平成２８年度） 東京渋谷学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 東京渋谷学習センター 東京渋谷学習センター事務長 廃棄
2017 東京渋谷学習センター 広報 講演会 講演会（平成２９年度） 東京渋谷学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 東京渋谷学習センター 東京渋谷学習センター事務長 廃棄
2018 東京渋谷学習センター 広報 講演会 講演会（平成３０年度） 東京渋谷学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 東京渋谷学習センター 東京渋谷学習センター事務長 廃棄
2019 東京渋谷学習センター 広報 講演会 講演会（２０１９年度） 東京渋谷学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 東京渋谷学習センター 東京渋谷学習センター事務長 廃棄
2015 東京渋谷学習センター 庶務 公印使用簿 公印使用簿（平成２７年度） 東京渋谷学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 東京渋谷学習センター 東京渋谷学習センター事務長 廃棄
2016 東京渋谷学習センター 庶務 公印使用簿 公印使用簿（平成２８年度） 東京渋谷学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 東京渋谷学習センター 東京渋谷学習センター事務長 廃棄
2017 東京渋谷学習センター 庶務 公印使用簿 公印使用簿（平成２９年度） 東京渋谷学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 東京渋谷学習センター 東京渋谷学習センター事務長 廃棄
2018 東京渋谷学習センター 庶務 公印使用簿 公印使用簿（平成３０年度） 東京渋谷学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 東京渋谷学習センター 東京渋谷学習センター事務長 廃棄
2019 東京渋谷学習センター 庶務 公印使用簿 公印使用簿（２０１９年度） 東京渋谷学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 東京渋谷学習センター 東京渋谷学習センター事務長 廃棄
2010 東京渋谷学習センター 庶務 旅行命令簿・復命書 旅行命令簿・復命書（平成２２年度） 東京世田谷学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 東京渋谷学習センター 東京渋谷学習センター事務長 廃棄
2011 東京渋谷学習センター 庶務 旅行命令簿・復命書 旅行命令簿・復命書（平成２３年度） 東京世田谷学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 東京渋谷学習センター 東京渋谷学習センター事務長 廃棄
2012 東京渋谷学習センター 庶務 旅行命令簿・復命書 旅行命令簿・復命書（平成２４年度） 東京渋谷学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 東京渋谷学習センター 東京渋谷学習センター事務長 廃棄
2013 東京渋谷学習センター 庶務 旅行命令簿・復命書 旅行命令簿・復命書（平成２５年度） 東京渋谷学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 東京渋谷学習センター 東京渋谷学習センター事務長 廃棄
2014 東京渋谷学習センター 庶務 旅行命令簿・復命書 旅行命令簿・復命書（平成２６年度） 東京渋谷学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 東京渋谷学習センター 東京渋谷学習センター事務長 廃棄
2015 東京渋谷学習センター 庶務 旅行命令簿・復命書 旅行命令簿・復命書（平成２７年度） 東京渋谷学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 東京渋谷学習センター 東京渋谷学習センター事務長 廃棄
2016 東京渋谷学習センター 庶務 旅行命令簿・復命書 旅行命令簿・復命書（平成２８年度） 東京渋谷学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 東京渋谷学習センター 東京渋谷学習センター事務長 廃棄
2017 東京渋谷学習センター 庶務 旅行命令簿・復命書 旅行命令簿・復命書（平成２９年度） 東京渋谷学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 東京渋谷学習センター 東京渋谷学習センター事務長 廃棄
2018 東京渋谷学習センター 庶務 旅行命令簿・復命書 旅行命令簿・復命書（平成３０年度） 東京渋谷学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 東京渋谷学習センター 東京渋谷学習センター事務長 廃棄
2019 東京渋谷学習センター 庶務 旅行命令簿・復命書 旅行命令簿・復命書（２０１９（令和元）年度） 東京渋谷学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 東京渋谷学習センター 東京渋谷学習センター事務長 廃棄
2010 東京渋谷学習センター 庶務 物品供用簿 物品供用簿（平成２２年度） 東京世田谷学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 東京渋谷学習センター 東京渋谷学習センター事務長 廃棄
2011 東京渋谷学習センター 庶務 物品供用簿 物品供用簿（平成２３年度） 東京世田谷学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 東京渋谷学習センター 東京渋谷学習センター事務長 廃棄
2012 東京渋谷学習センター 庶務 物品供用簿 物品供用簿（平成２４年度） 東京渋谷学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 東京渋谷学習センター 東京渋谷学習センター事務長 廃棄
2013 東京渋谷学習センター 庶務 物品供用簿 物品供用簿（平成２５年度） 東京渋谷学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 東京渋谷学習センター 東京渋谷学習センター事務長 廃棄
2014 東京渋谷学習センター 庶務 物品供用簿 物品供用簿（平成２６年度） 東京渋谷学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 東京渋谷学習センター 東京渋谷学習センター事務長 廃棄
2015 東京渋谷学習センター 庶務 物品供用簿 物品供用簿（平成２７年度） 東京渋谷学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 東京渋谷学習センター 東京渋谷学習センター事務長 廃棄
2016 東京渋谷学習センター 庶務 物品供用簿 物品供用簿（平成２８年度） 東京渋谷学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 東京渋谷学習センター 東京渋谷学習センター事務長 廃棄
2017 東京渋谷学習センター 庶務 物品供用簿 物品供用簿（平成２９年度） 東京渋谷学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 東京渋谷学習センター 東京渋谷学習センター事務長 廃棄
2018 東京渋谷学習センター 庶務 物品供用簿 物品供用簿（平成３０年度） 東京渋谷学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 東京渋谷学習センター 東京渋谷学習センター事務長 廃棄
2019 東京渋谷学習センター 庶務 物品供用簿 物品供用簿（２０１９年度） 東京渋谷学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 東京渋谷学習センター 東京渋谷学習センター事務長 廃棄
2013 東京渋谷学習センター 職員 通勤手当 通勤手当（平成２５年度） 東京渋谷学習センター事務長 2014/4/1 3年（支給喪失から） 紙 東京渋谷学習センター 東京渋谷学習センター事務長 廃棄
2014 東京渋谷学習センター 職員 通勤手当 通勤手当（平成２６年度） 東京渋谷学習センター事務長 2015/4/1 3年（支給喪失から） 紙 東京渋谷学習センター 東京渋谷学習センター事務長 廃棄
2015 東京渋谷学習センター 職員 通勤手当 通勤手当（平成２７年度） 東京渋谷学習センター事務長 2016/4/1 3年（支給喪失から） 紙 東京渋谷学習センター 東京渋谷学習センター事務長 廃棄
2016 東京渋谷学習センター 職員 通勤手当 通勤手当（平成２８年度） 東京渋谷学習センター事務長 2017/4/1 3年（支給喪失から） 紙 東京渋谷学習センター 東京渋谷学習センター事務長 廃棄
2017 東京渋谷学習センター 職員 通勤手当 通勤手当（平成２９年度） 東京渋谷学習センター事務長 2018/4/1 3年（支給喪失から） 紙 東京渋谷学習センター 東京渋谷学習センター事務長 廃棄
2018 東京渋谷学習センター 職員 通勤手当 通勤手当（平成３０年度） 東京渋谷学習センター事務長 2019/4/1 3年（支給喪失から） 紙 東京渋谷学習センター 東京渋谷学習センター事務長 廃棄
2019 東京渋谷学習センター 職員 通勤手当 通勤手当（２０１９年度） 東京渋谷学習センター事務長 2020/4/1 3年（支給喪失から） 紙 東京渋谷学習センター 東京渋谷学習センター事務長 廃棄
2015 東京渋谷学習センター 職員 住居手当 住居手当（平成２７年度） 東京渋谷学習センター事務長 2016/4/1 3年（支給喪失から） 紙 東京渋谷学習センター 東京渋谷学習センター事務長 廃棄
2017 東京渋谷学習センター 職員 住居手当 住居手当（平成２９年度） 東京渋谷学習センター事務長 2018/4/1 3年（支給喪失から） 紙 東京渋谷学習センター 東京渋谷学習センター事務長 廃棄
2018 東京渋谷学習センター 職員 住居手当 住居手当（平成３０年度） 東京渋谷学習センター事務長 2019/4/1 3年（支給喪失から） 紙 東京渋谷学習センター 東京渋谷学習センター事務長 廃棄
2014 東京渋谷学習センター 職員 扶養手当 扶養手当（平成２６年度） 東京渋谷学習センター事務長 2015/4/1 3年（支給喪失から） 紙 東京渋谷学習センター 東京渋谷学習センター事務長 廃棄
2015 東京渋谷学習センター 職員 扶養手当 扶養手当（平成２７年度） 東京渋谷学習センター事務長 2016/4/1 3年（支給喪失から） 紙 東京渋谷学習センター 東京渋谷学習センター事務長 廃棄
2017 東京渋谷学習センター 職員 扶養手当 扶養手当（平成２９年度） 東京渋谷学習センター事務長 2018/4/1 3年（支給喪失から） 紙 東京渋谷学習センター 東京渋谷学習センター事務長 廃棄
2018 東京渋谷学習センター 職員 扶養手当 扶養手当（平成３０年度） 東京渋谷学習センター事務長 2019/4/1 3年（支給喪失から） 紙 東京渋谷学習センター 東京渋谷学習センター事務長 廃棄
2013 東京渋谷学習センター 職員 兼業・研修願等 兼業・研修願等（平成２５年度） 東京渋谷学習センター事務長 2014/4/1 3年（兼業終了後） 紙 東京渋谷学習センター 東京渋谷学習センター事務長 廃棄
2014 東京渋谷学習センター 職員 兼業・研修願等 兼業・研修願等（平成２６年度） 東京渋谷学習センター事務長 2015/4/1 3年（兼業終了後） 紙 東京渋谷学習センター 東京渋谷学習センター事務長 廃棄
2015 東京渋谷学習センター 職員 兼業・研修願等 兼業・研修願等（平成２７年度） 東京渋谷学習センター事務長 2016/4/1 3年（兼業終了後） 紙 東京渋谷学習センター 東京渋谷学習センター事務長 廃棄
2016 東京渋谷学習センター 職員 兼業・研修願等 兼業・研修願等（平成２８年度） 東京渋谷学習センター事務長 2017/4/1 3年（兼業終了後） 紙 東京渋谷学習センター 東京渋谷学習センター事務長 廃棄
2017 東京渋谷学習センター 職員 兼業・研修願等 兼業・研修願等（平成２９年度） 東京渋谷学習センター事務長 2018/4/1 3年（兼業終了後） 紙 東京渋谷学習センター 東京渋谷学習センター事務長 廃棄
2018 東京渋谷学習センター 職員 兼業・研修願等 兼業・研修願等（平成３０年度） 東京渋谷学習センター事務長 2019/4/1 3年（兼業終了後） 紙 東京渋谷学習センター 東京渋谷学習センター事務長 廃棄
2015 東京渋谷学習センター 職員 定期健康診断・人間ドック関係 定期健康診断・人間ドック関係（平成２７年度） 東京渋谷学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 東京渋谷学習センター 東京渋谷学習センター事務長 廃棄
2016 東京渋谷学習センター 職員 定期健康診断・人間ドック関係 定期健康診断・人間ドック関係（平成２８年度） 東京渋谷学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 東京渋谷学習センター 東京渋谷学習センター事務長 廃棄



217/374
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媒体の種別 保存場所 管理者 管理担当係等
保存期間満了時の

措置結果
2017 東京渋谷学習センター 職員 定期健康診断・人間ドック関係 定期健康診断・人間ドック関係（平成２９年度） 東京渋谷学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 東京渋谷学習センター 東京渋谷学習センター事務長 廃棄
2018 東京渋谷学習センター 職員 定期健康診断・人間ドック関係 定期健康診断・人間ドック関係（平成３０年度） 東京渋谷学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 東京渋谷学習センター 東京渋谷学習センター事務長 廃棄
2019 東京渋谷学習センター 職員 定期健康診断・人間ドック関係 定期健康診断・人間ドック関係（２０１９年度） 東京渋谷学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 東京渋谷学習センター 東京渋谷学習センター事務長 廃棄
2017 東京渋谷学習センター 職員 出勤簿 出勤簿（平成２９年） 東京渋谷学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 東京渋谷学習センター 東京渋谷学習センター事務長 廃棄
2018 東京渋谷学習センター 職員 出勤簿 出勤簿（平成３０年） 東京渋谷学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 東京渋谷学習センター 東京渋谷学習センター事務長 廃棄
2019 東京渋谷学習センター 職員 出勤簿 出勤簿（２０１９年） 東京渋谷学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 東京渋谷学習センター 東京渋谷学習センター事務長 廃棄
2017 東京渋谷学習センター 職員 休暇簿 休暇簿（平成２９年） 東京渋谷学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 東京渋谷学習センター 東京渋谷学習センター事務長 廃棄
2018 東京渋谷学習センター 職員 休暇簿 休暇簿（平成３０年） 東京渋谷学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 東京渋谷学習センター 東京渋谷学習センター事務長 廃棄
2019 東京渋谷学習センター 職員 休暇簿 休暇簿（２０１９年） 東京渋谷学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 東京渋谷学習センター 東京渋谷学習センター事務長 廃棄
2017 東京渋谷学習センター 職員 勤務時間報告 勤務時間報告（平成２９年度） 東京渋谷学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 東京渋谷学習センター 東京渋谷学習センター事務長 廃棄
2018 東京渋谷学習センター 職員 勤務時間報告 勤務時間報告（平成３０年度） 東京渋谷学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 東京渋谷学習センター 東京渋谷学習センター事務長 廃棄
2019 東京渋谷学習センター 職員 勤務時間報告 勤務時間報告（２０１９年度） 東京渋谷学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 東京渋谷学習センター 東京渋谷学習センター事務長 廃棄
2017 東京渋谷学習センター 職員 勤務時間割振関係 勤務時間割振関係（平成２９年度） 東京渋谷学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 東京渋谷学習センター 東京渋谷学習センター事務長 廃棄
2018 東京渋谷学習センター 職員 勤務時間割振関係 勤務時間割振関係（平成３０年度） 東京渋谷学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 東京渋谷学習センター 東京渋谷学習センター事務長 廃棄
2019 東京渋谷学習センター 職員 勤務時間割振関係 勤務時間割振関係（２０１９年度） 東京渋谷学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 東京渋谷学習センター 東京渋谷学習センター事務長 廃棄
2015 東京渋谷学習センター 面接授業 面接授業関係 面接授業関係（平成２７年度） 東京渋谷学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 東京渋谷学習センター 東京渋谷学習センター事務長 廃棄
2016 東京渋谷学習センター 面接授業 面接授業関係 面接授業関係（平成２８年度） 東京渋谷学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 東京渋谷学習センター 東京渋谷学習センター事務長 廃棄
2017 東京渋谷学習センター 面接授業 面接授業関係 面接授業関係（平成２９年度） 東京渋谷学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 東京渋谷学習センター 東京渋谷学習センター事務長 廃棄
2018 東京渋谷学習センター 面接授業 面接授業関係 面接授業関係（平成３０年度） 東京渋谷学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 東京渋谷学習センター 東京渋谷学習センター事務長 廃棄
2019 東京渋谷学習センター 面接授業 面接授業関係 面接授業関係（２０１９年度） 東京渋谷学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 東京渋谷学習センター 東京渋谷学習センター事務長 廃棄
2010 東京渋谷学習センター 学生関係 日本学生支援機構ほか奨学生関係 日本学生支援機構ほか奨学生関係（平成２２年度） 東京世田谷学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 東京渋谷学習センター 東京渋谷学習センター事務長 廃棄
2011 東京渋谷学習センター 学生関係 日本学生支援機構ほか奨学生関係 日本学生支援機構ほか奨学生関係（平成２３年度） 東京世田谷学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 東京渋谷学習センター 東京渋谷学習センター事務長 廃棄
2012 東京渋谷学習センター 学生関係 日本学生支援機構ほか奨学生関係 日本学生支援機構ほか奨学生関係（平成２４年度） 東京渋谷学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 東京渋谷学習センター 東京渋谷学習センター事務長 廃棄
2013 東京渋谷学習センター 学生関係 日本学生支援機構ほか奨学生関係 日本学生支援機構ほか奨学生関係（平成２５年度） 東京渋谷学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 東京渋谷学習センター 東京渋谷学習センター事務長 廃棄
2014 東京渋谷学習センター 学生関係 日本学生支援機構ほか奨学生関係 日本学生支援機構ほか奨学生関係（平成２６年度） 東京渋谷学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 東京渋谷学習センター 東京渋谷学習センター事務長 廃棄
2015 東京渋谷学習センター 学生関係 日本学生支援機構ほか奨学生関係 日本学生支援機構ほか奨学生関係（平成２７年度） 東京渋谷学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 東京渋谷学習センター 東京渋谷学習センター事務長 廃棄
2016 東京渋谷学習センター 学生関係 日本学生支援機構ほか奨学生関係 日本学生支援機構ほか奨学生関係（平成２８年度） 東京渋谷学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 東京渋谷学習センター 東京渋谷学習センター事務長 廃棄
2017 東京渋谷学習センター 学生関係 日本学生支援機構ほか奨学生関係 日本学生支援機構ほか奨学生関係（平成２９年度） 東京渋谷学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 東京渋谷学習センター 東京渋谷学習センター事務長 廃棄
2018 東京渋谷学習センター 学生関係 日本学生支援機構ほか奨学生関係 日本学生支援機構ほか奨学生関係（平成３０年度） 東京渋谷学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 東京渋谷学習センター 東京渋谷学習センター事務長 廃棄
2019 東京渋谷学習センター 学生関係 日本学生支援機構ほか奨学生関係 日本学生支援機構ほか奨学生関係（２０１９年度） 東京渋谷学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 東京渋谷学習センター 東京渋谷学習センター事務長 廃棄
2015 東京渋谷学習センター 学生関係 学生名簿 学生名簿（平成２７年度） 東京渋谷学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 電磁的記録 東京渋谷学習センター 東京渋谷学習センター事務長 廃棄
2016 東京渋谷学習センター 学生関係 学生名簿 学生名簿（平成２８年度） 東京渋谷学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 電磁的記録 東京渋谷学習センター 東京渋谷学習センター事務長 廃棄
2017 東京渋谷学習センター 学生関係 学生名簿 学生名簿（平成２９年度） 東京渋谷学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 電磁的記録 東京渋谷学習センター 東京渋谷学習センター事務長 廃棄
2018 東京渋谷学習センター 学生関係 学生名簿 学生名簿（平成３０年度） 東京渋谷学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 電磁的記録 東京渋谷学習センター 東京渋谷学習センター事務長 廃棄
2019 東京渋谷学習センター 学生関係 学生名簿 学生名簿（２０１９年度） 東京渋谷学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 電磁的記録 東京渋谷学習センター 東京渋谷学習センター事務長 廃棄
2015 東京渋谷学習センター 学生関係 学生団体手続き 学生団体手続き（平成２７年度） 東京渋谷学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 東京渋谷学習センター 東京渋谷学習センター事務長 廃棄
2016 東京渋谷学習センター 学生関係 学生団体手続き 学生団体手続き（平成２８年度） 東京渋谷学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 東京渋谷学習センター 東京渋谷学習センター事務長 廃棄
2017 東京渋谷学習センター 学生関係 学生団体手続き 学生団体手続き（平成２９年度） 東京渋谷学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 東京渋谷学習センター 東京渋谷学習センター事務長 廃棄
2018 東京渋谷学習センター 学生関係 学生団体手続き 学生団体手続き（平成３０年度） 東京渋谷学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 東京渋谷学習センター 東京渋谷学習センター事務長 廃棄
2019 東京渋谷学習センター 学生関係 学生団体手続き 学生団体手続き（２０１９年度） 東京渋谷学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 東京渋谷学習センター 東京渋谷学習センター事務長 廃棄
2015 東京渋谷学習センター 学生関係 学生研修旅行 学生研修旅行（平成２７年度） 東京渋谷学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 東京渋谷学習センター 東京渋谷学習センター事務長 廃棄
2016 東京渋谷学習センター 学生関係 学生研修旅行 学生研修旅行（平成２８年度） 東京渋谷学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 東京渋谷学習センター 東京渋谷学習センター事務長 廃棄
2015 東京渋谷学習センター 証明書 その他証明書・交付願 その他証明書・交付願（平成２７年度） 東京渋谷学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 東京渋谷学習センター 東京渋谷学習センター事務長 廃棄
2016 東京渋谷学習センター 証明書 その他証明書・交付願 その他証明書・交付願（平成２８年度） 東京渋谷学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 東京渋谷学習センター 東京渋谷学習センター事務長 廃棄
2017 東京渋谷学習センター 証明書 その他証明書・交付願 その他証明書・交付願（平成２９年度） 東京渋谷学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 東京渋谷学習センター 東京渋谷学習センター事務長 廃棄
2018 東京渋谷学習センター 証明書 その他証明書・交付願 その他証明書・交付願（平成３０年度） 東京渋谷学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 東京渋谷学習センター 東京渋谷学習センター事務長 廃棄
2019 東京渋谷学習センター 証明書 その他証明書・交付願 その他証明書・交付願（２０１９年度） 東京渋谷学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 東京渋谷学習センター 東京渋谷学習センター事務長 廃棄
2015 東京渋谷学習センター 証明書 司書教諭単位取得証明書・交付願 司書教諭単位取得証明書・交付願（平成２７年度） 東京渋谷学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 東京渋谷学習センター 東京渋谷学習センター事務長 廃棄
2016 東京渋谷学習センター 証明書 司書教諭単位取得証明書・交付願 司書教諭単位取得証明書・交付願（平成２８年度） 東京渋谷学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 東京渋谷学習センター 東京渋谷学習センター事務長 廃棄
2017 東京渋谷学習センター 証明書 司書教諭単位取得証明書・交付願 司書教諭単位取得証明書・交付願（平成２９年度） 東京渋谷学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 東京渋谷学習センター 東京渋谷学習センター事務長 廃棄
2018 東京渋谷学習センター 証明書 司書教諭単位取得証明書・交付願 司書教諭単位取得証明書・交付願（平成３０年度） 東京渋谷学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 東京渋谷学習センター 東京渋谷学習センター事務長 廃棄
2019 東京渋谷学習センター 証明書 司書教諭単位取得証明書・交付願 司書教諭単位取得証明書・交付願（２０１９年度） 東京渋谷学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 東京渋谷学習センター 東京渋谷学習センター事務長 廃棄
2015 東京渋谷学習センター 証明書 教育職員検定に関する証明書・交付願 教育職員検定に関する証明書・交付願（平成２７年度） 東京渋谷学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 東京渋谷学習センター 東京渋谷学習センター事務長 廃棄
2016 東京渋谷学習センター 証明書 教育職員検定に関する証明書・交付願 教育職員検定に関する証明書・交付願（平成２８年度） 東京渋谷学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 東京渋谷学習センター 東京渋谷学習センター事務長 廃棄
2017 東京渋谷学習センター 証明書 教育職員検定に関する証明書・交付願 教育職員検定に関する証明書・交付願（平成２９年度） 東京渋谷学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 東京渋谷学習センター 東京渋谷学習センター事務長 廃棄
2018 東京渋谷学習センター 証明書 教育職員検定に関する証明書・交付願 教育職員検定に関する証明書・交付願（平成３０年度） 東京渋谷学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 東京渋谷学習センター 東京渋谷学習センター事務長 廃棄
2019 東京渋谷学習センター 証明書 教育職員検定に関する証明書・交付願 教育職員検定に関する証明書・交付願（２０１９年度） 東京渋谷学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 東京渋谷学習センター 東京渋谷学習センター事務長 廃棄
2015 東京渋谷学習センター 入試 出願受付関係書類 出願受付関係書類（平成２７年度） 東京渋谷学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 東京渋谷学習センター 東京渋谷学習センター事務長 廃棄
2016 東京渋谷学習センター 入試 出願受付関係書類 出願受付関係書類（平成２８年度） 東京渋谷学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 東京渋谷学習センター 東京渋谷学習センター事務長 廃棄
2017 東京渋谷学習センター 入試 出願受付関係書類 出願受付関係書類（平成２９年度） 東京渋谷学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 東京渋谷学習センター 東京渋谷学習センター事務長 廃棄
2018 東京渋谷学習センター 入試 出願受付関係書類 出願受付関係書類（平成３０年度） 東京渋谷学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 東京渋谷学習センター 東京渋谷学習センター事務長 廃棄
2019 東京渋谷学習センター 入試 出願受付関係書類 出願受付関係書類（２０１９年度） 東京渋谷学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 東京渋谷学習センター 東京渋谷学習センター事務長 廃棄
2015 東京渋谷学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験 単位認定試験（平成２７年度１・２学期） 東京渋谷学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 東京渋谷学習センター 東京渋谷学習センター事務長 廃棄
2016 東京渋谷学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験 単位認定試験（平成２８年度１・２学期） 東京渋谷学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 東京渋谷学習センター 東京渋谷学習センター事務長 廃棄
2017 東京渋谷学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験 単位認定試験（平成２９年度１・２学期） 東京渋谷学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 東京渋谷学習センター 東京渋谷学習センター事務長 廃棄
2018 東京渋谷学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験 単位認定試験（平成３０年度１・２学期） 東京渋谷学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 東京渋谷学習センター 東京渋谷学習センター事務長 廃棄
2019 東京渋谷学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験 単位認定試験（２０１９年度１・２学期） 東京渋谷学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 東京渋谷学習センター 東京渋谷学習センター事務長 廃棄
2010 東京渋谷学習センター 会計 予算関係 予算関係（平成２２年度） 東京世田谷学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 東京渋谷学習センター 東京渋谷学習センター事務長 廃棄
2011 東京渋谷学習センター 会計 予算関係 予算関係（平成２３年度） 東京世田谷学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 東京渋谷学習センター 東京渋谷学習センター事務長 廃棄
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措置結果
2012 東京渋谷学習センター 会計 予算関係 予算関係（平成２４年度） 東京渋谷学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 東京渋谷学習センター 東京渋谷学習センター事務長 廃棄
2013 東京渋谷学習センター 会計 予算関係 予算関係（平成２５年度） 東京渋谷学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 東京渋谷学習センター 東京渋谷学習センター事務長 廃棄
2014 東京渋谷学習センター 会計 予算関係 予算関係（平成２６年度） 東京渋谷学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 東京渋谷学習センター 東京渋谷学習センター事務長 廃棄
2015 東京渋谷学習センター 会計 予算関係 予算関係（平成２７年度） 東京渋谷学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 東京渋谷学習センター 東京渋谷学習センター事務長 廃棄
2016 東京渋谷学習センター 会計 予算関係 予算関係（平成２８年度） 東京渋谷学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 東京渋谷学習センター 東京渋谷学習センター事務長 廃棄
2017 東京渋谷学習センター 会計 予算関係 予算関係（平成２９年度） 東京渋谷学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 東京渋谷学習センター 東京渋谷学習センター事務長 廃棄
2018 東京渋谷学習センター 会計 予算関係 予算関係（平成３０年度） 東京渋谷学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 東京渋谷学習センター 東京渋谷学習センター事務長 廃棄
2019 東京渋谷学習センター 会計 予算関係 予算関係（２０１９年度） 東京渋谷学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 東京渋谷学習センター 東京渋谷学習センター事務長 廃棄
2012 東京渋谷学習センター 会計 入金実績リスト 入金実績リスト（平成２４年度） 東京渋谷学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 東京渋谷学習センター 東京渋谷学習センター事務長 廃棄
2013 東京渋谷学習センター 会計 入金実績リスト 入金実績リスト（平成２５年度） 東京渋谷学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 東京渋谷学習センター 東京渋谷学習センター事務長 廃棄
2014 東京渋谷学習センター 会計 入金実績リスト 入金実績リスト（平成２６年度） 東京渋谷学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 東京渋谷学習センター 東京渋谷学習センター事務長 廃棄
2015 東京渋谷学習センター 会計 入金実績リスト 入金実績リスト（平成２７年度） 東京渋谷学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 東京渋谷学習センター 東京渋谷学習センター事務長 廃棄
2016 東京渋谷学習センター 会計 入金実績リスト 入金実績リスト（平成２８年度） 東京渋谷学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 東京渋谷学習センター 東京渋谷学習センター事務長 廃棄
2017 東京渋谷学習センター 会計 入金実績リスト 入金実績リスト（平成２９年度） 東京渋谷学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 東京渋谷学習センター 東京渋谷学習センター事務長 廃棄
2018 東京渋谷学習センター 会計 入金実績リスト 入金実績リスト（平成３０年度） 東京渋谷学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 東京渋谷学習センター 東京渋谷学習センター事務長 廃棄
2019 東京渋谷学習センター 会計 入金実績リスト 入金実績リスト（２０１９年度） 東京渋谷学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 東京渋谷学習センター 東京渋谷学習センター事務長 廃棄
2010 東京渋谷学習センター 会計 前渡資金出納簿 前渡資金出納簿（平成２２年度） 東京世田谷学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 東京渋谷学習センター 東京渋谷学習センター事務長 廃棄
2011 東京渋谷学習センター 会計 前渡資金出納簿 前渡資金出納簿（平成２３年度） 東京世田谷学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 東京渋谷学習センター 東京渋谷学習センター事務長 廃棄
2012 東京渋谷学習センター 会計 前渡資金出納簿 前渡資金出納簿（平成２４年度） 東京渋谷学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 東京渋谷学習センター 東京渋谷学習センター事務長 廃棄
2013 東京渋谷学習センター 会計 前渡資金出納簿 前渡資金出納簿（平成２５年度） 東京渋谷学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 東京渋谷学習センター 東京渋谷学習センター事務長 廃棄
2014 東京渋谷学習センター 会計 前渡資金出納簿 前渡資金出納簿（平成２６年度） 東京渋谷学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 東京渋谷学習センター 東京渋谷学習センター事務長 廃棄
2015 東京渋谷学習センター 会計 前渡資金出納簿 前渡資金出納簿（平成２７年度） 東京渋谷学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 東京渋谷学習センター 東京渋谷学習センター事務長 廃棄
2016 東京渋谷学習センター 会計 前渡資金出納簿 前渡資金出納簿（平成２８年度） 東京渋谷学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 東京渋谷学習センター 東京渋谷学習センター事務長 廃棄
2017 東京渋谷学習センター 会計 前渡資金出納簿 前渡資金出納簿（平成２９年度） 東京渋谷学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 東京渋谷学習センター 東京渋谷学習センター事務長 廃棄
2018 東京渋谷学習センター 会計 前渡資金出納簿 前渡資金出納簿（平成３０年度） 東京渋谷学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 東京渋谷学習センター 東京渋谷学習センター事務長 廃棄
2019 東京渋谷学習センター 会計 前渡資金出納簿 前渡資金出納簿（２０１９年度） 東京渋谷学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 東京渋谷学習センター 東京渋谷学習センター事務長 廃棄
2010 東京渋谷学習センター 会計 現金出納簿 現金出納簿（平成２２年度） 東京世田谷学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 東京渋谷学習センター 東京渋谷学習センター事務長 廃棄
2011 東京渋谷学習センター 会計 現金出納簿 現金出納簿（平成２３年度） 東京世田谷学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 東京渋谷学習センター 東京渋谷学習センター事務長 廃棄
2012 東京渋谷学習センター 会計 現金出納簿 現金出納簿（平成２４年度） 東京渋谷学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 東京渋谷学習センター 東京渋谷学習センター事務長 廃棄
2013 東京渋谷学習センター 会計 現金出納簿 現金出納簿（平成２５年度） 東京渋谷学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 東京渋谷学習センター 東京渋谷学習センター事務長 廃棄
2014 東京渋谷学習センター 会計 現金出納簿 現金出納簿（平成２６年度） 東京渋谷学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 東京渋谷学習センター 東京渋谷学習センター事務長 廃棄
2015 東京渋谷学習センター 会計 現金出納簿 現金出納簿（平成２７年度） 東京渋谷学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 東京渋谷学習センター 東京渋谷学習センター事務長 廃棄
2016 東京渋谷学習センター 会計 現金出納簿 現金出納簿（平成２８年度） 東京渋谷学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 東京渋谷学習センター 東京渋谷学習センター事務長 廃棄
2017 東京渋谷学習センター 会計 現金出納簿 現金出納簿（平成２９年度） 東京渋谷学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 東京渋谷学習センター 東京渋谷学習センター事務長 廃棄
2018 東京渋谷学習センター 会計 現金出納簿 現金出納簿（平成３０年度） 東京渋谷学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 東京渋谷学習センター 東京渋谷学習センター事務長 廃棄
2019 東京渋谷学習センター 会計 現金出納簿 現金出納簿（２０１９年度） 東京渋谷学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 東京渋谷学習センター 東京渋谷学習センター事務長 廃棄
2010 東京渋谷学習センター 会計 前渡資金 前渡資金（平成２２年度） 東京世田谷学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 東京渋谷学習センター 東京渋谷学習センター事務長 廃棄
2011 東京渋谷学習センター 会計 前渡資金 前渡資金（平成２３年度） 東京世田谷学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 東京渋谷学習センター 東京渋谷学習センター事務長 廃棄
2010 東京渋谷学習センター 会計 支払伝票 支払伝票（平成２２年度） 東京世田谷学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 東京渋谷学習センター 東京渋谷学習センター事務長 廃棄
2011 東京渋谷学習センター 会計 支払伝票 支払伝票（平成２３年度） 東京世田谷学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 東京渋谷学習センター 東京渋谷学習センター事務長 廃棄
2010 東京渋谷学習センター 会計 現金払込書・仕訳書 現金払込書・仕訳書（平成２２年度） 東京世田谷学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 東京渋谷学習センター 東京渋谷学習センター事務長 廃棄
2011 東京渋谷学習センター 会計 現金払込書・仕訳書 現金払込書・仕訳書（平成２３年度） 東京世田谷学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 東京渋谷学習センター 東京渋谷学習センター事務長 廃棄
2012 東京渋谷学習センター 会計 現金払込書・仕訳書 現金払込書・仕訳書（平成２４年度） 東京渋谷学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 東京渋谷学習センター 東京渋谷学習センター事務長 廃棄
2013 東京渋谷学習センター 会計 現金払込書・仕訳書 現金払込書・仕訳書（平成２５年度）　 東京渋谷学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 東京渋谷学習センター 東京渋谷学習センター事務長 廃棄
2014 東京渋谷学習センター 会計 現金払込書・仕訳書 現金払込書・仕訳書（平成２６年度） 東京渋谷学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 東京渋谷学習センター 東京渋谷学習センター事務長 廃棄
2015 東京渋谷学習センター 会計 現金払込書・仕訳書 現金払込書・仕訳書（平成２７年度） 東京渋谷学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 東京渋谷学習センター 東京渋谷学習センター事務長 廃棄
2016 東京渋谷学習センター 会計 現金払込書・仕訳書 現金払込書・仕訳書（平成２８年度） 東京渋谷学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 東京渋谷学習センター 東京渋谷学習センター事務長 廃棄
2017 東京渋谷学習センター 会計 現金払込書・仕訳書 現金払込書・仕訳書（平成２９年度） 東京渋谷学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 東京渋谷学習センター 東京渋谷学習センター事務長 廃棄
2018 東京渋谷学習センター 会計 現金払込書・仕訳書 現金払込書・仕訳書（平成３０年度） 東京渋谷学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 東京渋谷学習センター 東京渋谷学習センター事務長 廃棄
2019 東京渋谷学習センター 会計 現金払込書・仕訳書 現金払込書・仕訳書（２０１９年度） 東京渋谷学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 東京渋谷学習センター 東京渋谷学習センター事務長 廃棄
2010 東京渋谷学習センター 会計 常備品残高報告書 常備品残高報告書（平成２２年度） 東京世田谷学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 東京渋谷学習センター 東京渋谷学習センター事務長 廃棄
2011 東京渋谷学習センター 会計 常備品残高報告書 常備品残高報告書（平成２３年度） 東京世田谷学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 東京渋谷学習センター 東京渋谷学習センター事務長 廃棄
2012 東京渋谷学習センター 会計 常備品残高報告書 常備品残高報告書（平成２４年度） 東京渋谷学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 東京渋谷学習センター 東京渋谷学習センター事務長 廃棄
2013 東京渋谷学習センター 会計 常備品残高報告書 常備品残高報告書（平成２５年度） 東京渋谷学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 東京渋谷学習センター 東京渋谷学習センター事務長 廃棄
2014 東京渋谷学習センター 会計 常備品残高報告書 常備品残高報告書（平成２６年度） 東京渋谷学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 東京渋谷学習センター 東京渋谷学習センター事務長 廃棄
2015 東京渋谷学習センター 会計 常備品残高報告書 常備品残高報告書（平成２７年度） 東京渋谷学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 東京渋谷学習センター 東京渋谷学習センター事務長 廃棄
2016 東京渋谷学習センター 会計 常備品残高報告書 常備品残高報告書（平成２８年度） 東京渋谷学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 東京渋谷学習センター 東京渋谷学習センター事務長 廃棄
2017 東京渋谷学習センター 会計 常備品残高報告書 常備品残高報告書（平成２９年度） 東京渋谷学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 東京渋谷学習センター 東京渋谷学習センター事務長 廃棄
2018 東京渋谷学習センター 会計 常備品残高報告書 常備品残高報告書（平成３０年度） 東京渋谷学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 東京渋谷学習センター 東京渋谷学習センター事務長 廃棄
2019 東京渋谷学習センター 会計 常備品残高報告書 常備品残高報告書（２０１９年度） 東京渋谷学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 東京渋谷学習センター 東京渋谷学習センター事務長 廃棄
2012 東京渋谷学習センター 会計 購入依頼書 購入依頼書（平成２４年度） 東京渋谷学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 東京渋谷学習センター 東京渋谷学習センター事務長 廃棄
2013 東京渋谷学習センター 会計 購入依頼書 購入依頼書（平成２５年度） 東京渋谷学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 東京渋谷学習センター 東京渋谷学習センター事務長 廃棄
2014 東京渋谷学習センター 会計 購入依頼書 購入依頼書（平成２６年度） 東京渋谷学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 東京渋谷学習センター 東京渋谷学習センター事務長 廃棄
2015 東京渋谷学習センター 会計 購入依頼書 購入依頼書（平成２７年度） 東京渋谷学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 東京渋谷学習センター 東京渋谷学習センター事務長 廃棄
2016 東京渋谷学習センター 会計 購入依頼書 購入依頼書（平成２８年度） 東京渋谷学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 東京渋谷学習センター 東京渋谷学習センター事務長 廃棄
2017 東京渋谷学習センター 会計 購入依頼書 購入依頼書（平成２９年度） 東京渋谷学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 東京渋谷学習センター 東京渋谷学習センター事務長 廃棄
2018 東京渋谷学習センター 会計 購入依頼書 購入依頼書（平成３０年度） 東京渋谷学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 東京渋谷学習センター 東京渋谷学習センター事務長 廃棄
2019 東京渋谷学習センター 会計 購入依頼書 購入依頼書（２０１９年度） 東京渋谷学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 東京渋谷学習センター 東京渋谷学習センター事務長 廃棄
2012 東京渋谷学習センター 会計 債務計上票 債務計上票（平成２４年度） 東京渋谷学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 東京渋谷学習センター 東京渋谷学習センター事務長 廃棄
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2013 東京渋谷学習センター 会計 債務計上票 債務計上票（平成２５年度） 東京渋谷学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 東京渋谷学習センター 東京渋谷学習センター事務長 廃棄
2014 東京渋谷学習センター 会計 債務計上票 債務計上票（平成２６年度） 東京渋谷学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 東京渋谷学習センター 東京渋谷学習センター事務長 廃棄
2015 東京渋谷学習センター 会計 債務計上票 債務計上票（平成２７年度） 東京渋谷学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 東京渋谷学習センター 東京渋谷学習センター事務長 廃棄
2016 東京渋谷学習センター 会計 債務計上票 債務計上票（平成２８年度） 東京渋谷学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 東京渋谷学習センター 東京渋谷学習センター事務長 廃棄
2017 東京渋谷学習センター 会計 債務計上票 債務計上票（平成２９年度） 東京渋谷学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 東京渋谷学習センター 東京渋谷学習センター事務長 廃棄
2018 東京渋谷学習センター 会計 債務計上票 債務計上票（平成３０年度） 東京渋谷学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 東京渋谷学習センター 東京渋谷学習センター事務長 廃棄
2019 東京渋谷学習センター 会計 債務計上票 債務計上票（２０１９（令和元）年度） 東京渋谷学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 東京渋谷学習センター 東京渋谷学習センター事務長 廃棄
2012 東京渋谷学習センター 会計 経費精算書 経費精算書（平成２４年度） 東京渋谷学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 東京渋谷学習センター 東京渋谷学習センター事務長 廃棄
2013 東京渋谷学習センター 会計 経費精算書 経費精算書（平成２５年度） 東京渋谷学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 東京渋谷学習センター 東京渋谷学習センター事務長 廃棄
2014 東京渋谷学習センター 会計 経費精算書 経費精算書（平成２６年度） 東京渋谷学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 東京渋谷学習センター 東京渋谷学習センター事務長 廃棄
2015 東京渋谷学習センター 会計 経費精算書 経費精算書（平成２７年度） 東京渋谷学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 東京渋谷学習センター 東京渋谷学習センター事務長 廃棄
2016 東京渋谷学習センター 会計 経費精算書 経費精算書（平成２８年度） 東京渋谷学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 東京渋谷学習センター 東京渋谷学習センター事務長 廃棄
2017 東京渋谷学習センター 会計 経費精算書 経費精算書（平成２９年度） 東京渋谷学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 東京渋谷学習センター 東京渋谷学習センター事務長 廃棄
2018 東京渋谷学習センター 会計 経費精算書 経費精算書（平成３０年度） 東京渋谷学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 東京渋谷学習センター 東京渋谷学習センター事務長 廃棄
2019 東京渋谷学習センター 会計 経費精算書 経費精算書（２０１９（令和元）年度） 東京渋谷学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 東京渋谷学習センター 東京渋谷学習センター事務長 廃棄
2010 東京渋谷学習センター 会計 物品請求書 物品請求書（平成２２年度） 東京世田谷学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 東京渋谷学習センター 東京渋谷学習センター事務長 廃棄
2011 東京渋谷学習センター 会計 物品請求書 物品請求書（平成２３年度） 東京世田谷学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 東京渋谷学習センター 東京渋谷学習センター事務長 廃棄
2012 東京渋谷学習センター 会計 外部施設借用関係 外部施設借用関係（平成２４年度） 東京渋谷学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 東京渋谷学習センター 東京渋谷学習センター事務長 廃棄
2013 東京渋谷学習センター 会計 外部施設借用関係 外部施設借用関係（平成２５年度） 東京渋谷学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 東京渋谷学習センター 東京渋谷学習センター事務長 廃棄
2014 東京渋谷学習センター 会計 外部施設借用関係 外部施設借用関係（平成２６年度） 東京渋谷学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 東京渋谷学習センター 東京渋谷学習センター事務長 廃棄
2015 東京渋谷学習センター 会計 外部施設借用関係 外部施設借用関係（平成２７年度） 東京渋谷学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 東京渋谷学習センター 東京渋谷学習センター事務長 廃棄
2016 東京渋谷学習センター 会計 外部施設借用関係 外部施設借用関係（平成２８年度） 東京渋谷学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 東京渋谷学習センター 東京渋谷学習センター事務長 廃棄
2017 東京渋谷学習センター 会計 外部施設借用関係 外部施設借用関係（平成２９年度） 東京渋谷学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 東京渋谷学習センター 東京渋谷学習センター事務長 廃棄
2018 東京渋谷学習センター 会計 外部施設借用関係 外部施設借用関係（平成３０年度） 東京渋谷学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 東京渋谷学習センター 東京渋谷学習センター事務長 廃棄
2019 東京渋谷学習センター 会計 外部施設借用関係 外部施設借用関係（２０１９年度） 東京渋谷学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 東京渋谷学習センター 東京渋谷学習センター事務長 廃棄
2010 東京渋谷学習センター 会計 清掃・廃棄契約関係 清掃・廃棄契約関係（平成２２年度） 東京世田谷学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 東京渋谷学習センター 東京渋谷学習センター事務長 廃棄
2011 東京渋谷学習センター 会計 清掃・廃棄契約関係 清掃・廃棄契約関係（平成２３年度） 東京世田谷学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 東京渋谷学習センター 東京渋谷学習センター事務長 廃棄
2012 東京渋谷学習センター 会計 清掃・廃棄契約関係 清掃・廃棄契約関係（平成２４年度） 東京渋谷学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 東京渋谷学習センター 東京渋谷学習センター事務長 廃棄
2013 東京渋谷学習センター 会計 清掃・廃棄契約関係 清掃・廃棄契約関係（平成２５年度） 東京渋谷学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 東京渋谷学習センター 東京渋谷学習センター事務長 廃棄
2014 東京渋谷学習センター 会計 清掃・廃棄契約関係 清掃・廃棄契約関係（平成２６年度） 東京渋谷学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 東京渋谷学習センター 東京渋谷学習センター事務長 廃棄
2015 東京渋谷学習センター 会計 清掃・廃棄契約関係 清掃・廃棄契約関係（平成２７年度） 東京渋谷学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 東京渋谷学習センター 東京渋谷学習センター事務長 廃棄
2016 東京渋谷学習センター 会計 清掃・廃棄契約関係 清掃・廃棄契約関係（平成２８年度） 東京渋谷学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 東京渋谷学習センター 東京渋谷学習センター事務長 廃棄
2017 東京渋谷学習センター 会計 清掃・廃棄契約関係 清掃・廃棄契約関係（平成２９年度） 東京渋谷学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 東京渋谷学習センター 東京渋谷学習センター事務長 廃棄
2018 東京渋谷学習センター 会計 清掃・廃棄契約関係 清掃・廃棄契約関係（平成３０年度） 東京渋谷学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 東京渋谷学習センター 東京渋谷学習センター事務長 廃棄
2019 東京渋谷学習センター 会計 清掃・廃棄契約関係 清掃・廃棄契約関係（２０１９年度） 東京渋谷学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 東京渋谷学習センター 東京渋谷学習センター事務長 廃棄
2017 東京渋谷学習センター 会計 清掃報告書 清掃報告書（平成２９年度） 東京渋谷学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 東京渋谷学習センター 東京渋谷学習センター事務長 廃棄
2018 東京渋谷学習センター 会計 清掃報告書 清掃報告書（平成３０年度） 東京渋谷学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 東京渋谷学習センター 東京渋谷学習センター事務長 廃棄
2019 東京渋谷学習センター 会計 清掃報告書 清掃報告書（２０１９年度） 東京渋谷学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 東京渋谷学習センター 東京渋谷学習センター事務長 廃棄
2015 東京渋谷学習センター 会計 産業廃棄物管理票（マニフェスト） 産業廃棄物管理票（マニフェスト）（平成２７年度） 東京渋谷学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 東京渋谷学習センター 東京渋谷学習センター事務長 廃棄
2016 東京渋谷学習センター 会計 産業廃棄物管理票（マニフェスト） 産業廃棄物管理票（マニフェスト）（平成２８年度） 東京渋谷学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 東京渋谷学習センター 東京渋谷学習センター事務長 廃棄
2017 東京渋谷学習センター 会計 産業廃棄物管理票（マニフェスト） 産業廃棄物管理票（マニフェスト）（平成２９年度） 東京渋谷学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 東京渋谷学習センター 東京渋谷学習センター事務長 廃棄
2018 東京渋谷学習センター 会計 産業廃棄物管理票（マニフェスト） 産業廃棄物管理票（マニフェスト）（平成３０年度） 東京渋谷学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 東京渋谷学習センター 東京渋谷学習センター事務長 廃棄
2019 東京渋谷学習センター 会計 産業廃棄物管理票（マニフェスト） 産業廃棄物管理票（マニフェスト）（２０１９年度） 東京渋谷学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 東京渋谷学習センター 東京渋谷学習センター事務長 廃棄
2017 東京渋谷学習センター 施設 五島育英会ビル 五島育英会ビル（平成２９年度） 東京渋谷学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 東京渋谷学習センター 東京渋谷学習センター事務長 廃棄
2018 東京渋谷学習センター 施設 五島育英会ビル 五島育英会ビル（平成３０年度） 東京渋谷学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 東京渋谷学習センター 東京渋谷学習センター事務長 廃棄
2019 東京渋谷学習センター 施設 五島育英会ビル 五島育英会ビル（２０１９年度） 東京渋谷学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 東京渋谷学習センター 東京渋谷学習センター事務長 廃棄
2017 東京渋谷学習センター 施設 消防関係 消防関係（平成２９年度） 東京渋谷学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 東京渋谷学習センター 東京渋谷学習センター事務長 廃棄
2018 東京渋谷学習センター 施設 消防関係 消防関係（平成３０年度） 東京渋谷学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 東京渋谷学習センター 東京渋谷学習センター事務長 廃棄
2019 東京渋谷学習センター 施設 消防関係 消防関係（２０１９年度） 東京渋谷学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 東京渋谷学習センター 東京渋谷学習センター事務長 廃棄
2015 東京渋谷学習センター 研究協力 奨学寄附金（酒井所長） 奨学寄附金（酒井所長）（平成２７年度） 東京渋谷学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 東京渋谷学習センター 東京渋谷学習センター事務長 廃棄
2016 東京渋谷学習センター 研究協力 奨学寄附金（酒井所長） 奨学寄附金（酒井所長）（平成２８年度） 東京渋谷学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 東京渋谷学習センター 東京渋谷学習センター事務長 廃棄
2017 東京渋谷学習センター 研究協力 奨学寄附金 奨学寄附金（平成２９年度） 東京渋谷学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 東京渋谷学習センター 東京渋谷学習センター事務長 廃棄
2010 神奈川学習センター 式典 式典関係 平成22年度式典関係 神奈川学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 神奈川学習センター 神奈川学習センター事務長 総務係 廃棄
2011 神奈川学習センター 式典 式典関係 平成23年度式典関係 神奈川学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 神奈川学習センター 神奈川学習センター事務長 総務係 廃棄
2012 神奈川学習センター 式典 式典関係 平成24年度式典関係 神奈川学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 神奈川学習センター 神奈川学習センター事務長 総務係 廃棄
2013 神奈川学習センター 式典 式典関係 平成25年度式典関係 神奈川学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 神奈川学習センター 神奈川学習センター事務長 総務係 廃棄
2014 神奈川学習センター 式典 式典関係 平成26年度式典関係 神奈川学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 神奈川学習センター 神奈川学習センター事務長 総務係 廃棄
2015 神奈川学習センター 式典 式典関係 平成27年度式典関係 神奈川学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 神奈川学習センター 神奈川学習センター事務長 総務係 廃棄
2016 神奈川学習センター 式典 式典関係 平成28年度式典関係 神奈川学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 神奈川学習センター 神奈川学習センター事務長 総務係 廃棄
2017 神奈川学習センター 式典 式典関係 平成29年度式典関係 神奈川学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 神奈川学習センター 神奈川学習センター事務長 総務係 廃棄
2018 神奈川学習センター 式典 式典関係 平成30年度式典関係 神奈川学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 神奈川学習センター 神奈川学習センター事務長 総務係 廃棄
2019 神奈川学習センター 式典 式典関係 2019年度式典関係 神奈川学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 神奈川学習センター 神奈川学習センター事務長 総務係 廃棄
2015 神奈川学習センター 人事 採用・任命・兼業 平成27年度採用・任命・兼業 神奈川学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 神奈川学習センター 神奈川学習センター事務長 総務係 廃棄
2016 神奈川学習センター 人事 採用・任命・兼業 平成28年度採用・任命・兼業 神奈川学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 神奈川学習センター 神奈川学習センター事務長 総務係 廃棄
2017 神奈川学習センター 人事 採用・任命・兼業 平成29年度採用・任命・兼業 神奈川学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 神奈川学習センター 神奈川学習センター事務長 総務係 廃棄
2018 神奈川学習センター 人事 採用・任命・兼業 平成30年度採用・任命・兼業 神奈川学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 神奈川学習センター 神奈川学習センター事務長 総務係 廃棄
2019 神奈川学習センター 人事 採用・任命・兼業 2019年度採用・任命・兼業 神奈川学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 神奈川学習センター 神奈川学習センター事務長 総務係 廃棄
2015 神奈川学習センター 広報 広報関係綴 平成27年度広報関係綴 神奈川学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 神奈川学習センター 神奈川学習センター事務長 総務係 廃棄
2016 神奈川学習センター 広報 広報関係綴 平成28年度広報関係綴 神奈川学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 神奈川学習センター 神奈川学習センター事務長 総務係 廃棄
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措置結果
2017 神奈川学習センター 広報 広報関係綴 平成29年度広報関係綴 神奈川学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 神奈川学習センター 神奈川学習センター事務長 総務係 廃棄
2018 神奈川学習センター 広報 広報関係綴 平成30年度広報関係綴 神奈川学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 神奈川学習センター 神奈川学習センター事務長 総務係 廃棄
2019 神奈川学習センター 広報 広報関係綴 2019年度広報関係綴 神奈川学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 神奈川学習センター 神奈川学習センター事務長 総務係 廃棄
2015 神奈川学習センター 庶務 文書処理簿 平成27年度文書処理簿 神奈川学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 神奈川学習センター 神奈川学習センター事務長 総務係 廃棄
2016 神奈川学習センター 庶務 文書処理簿 平成28年度文書処理簿 神奈川学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 神奈川学習センター 神奈川学習センター事務長 総務係 廃棄
2017 神奈川学習センター 庶務 文書処理簿 平成29年度文書処理簿 神奈川学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 神奈川学習センター 神奈川学習センター事務長 総務係 廃棄
2018 神奈川学習センター 庶務 文書処理簿 平成30年度文書処理簿 神奈川学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 神奈川学習センター 神奈川学習センター事務長 総務係 廃棄
2019 神奈川学習センター 庶務 文書処理簿 2019年度文書処理簿 神奈川学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 神奈川学習センター 神奈川学習センター事務長 総務係 廃棄
2010 神奈川学習センター 庶務 旅行命令簿 平成22年度旅行命令簿 神奈川学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 神奈川学習センター 神奈川学習センター事務長 総務係 廃棄
2011 神奈川学習センター 庶務 旅行命令簿 平成23年度旅行命令簿 神奈川学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 神奈川学習センター 神奈川学習センター事務長 総務係 廃棄
2012 神奈川学習センター 庶務 旅行命令簿 平成24年度旅行命令簿 神奈川学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 神奈川学習センター 神奈川学習センター事務長 総務係 廃棄
2013 神奈川学習センター 庶務 旅行命令簿 平成25年度旅行命令簿 神奈川学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 神奈川学習センター 神奈川学習センター事務長 総務係 廃棄
2014 神奈川学習センター 庶務 旅行命令簿 平成26年度旅行命令簿 神奈川学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 神奈川学習センター 神奈川学習センター事務長 総務係 廃棄
2015 神奈川学習センター 庶務 旅行命令簿 平成27年度旅行命令簿 神奈川学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 神奈川学習センター 神奈川学習センター事務長 総務係 廃棄
2016 神奈川学習センター 庶務 旅行命令簿 平成28年度旅行命令簿 神奈川学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 神奈川学習センター 神奈川学習センター事務長 総務係 廃棄
2017 神奈川学習センター 庶務 旅行命令簿 平成29年度旅行命令簿 神奈川学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 神奈川学習センター 神奈川学習センター事務長 総務係 廃棄
2018 神奈川学習センター 庶務 旅行命令簿 平成30年度旅行命令簿 神奈川学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 神奈川学習センター 神奈川学習センター事務長 総務係 廃棄
2010 神奈川学習センター 庶務 物品供用簿 平成22年度物品供用簿 神奈川学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 神奈川学習センター 神奈川学習センター事務長 総務係 廃棄
2011 神奈川学習センター 庶務 物品供用簿 平成23年度物品供用簿 神奈川学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 神奈川学習センター 神奈川学習センター事務長 総務係 廃棄
2012 神奈川学習センター 庶務 物品供用簿 平成24年度物品供用簿 神奈川学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 神奈川学習センター 神奈川学習センター事務長 総務係 廃棄
2013 神奈川学習センター 庶務 物品供用簿 平成25年度物品供用簿 神奈川学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 神奈川学習センター 神奈川学習センター事務長 総務係 廃棄
2014 神奈川学習センター 庶務 物品供用簿 平成26年度物品供用簿 神奈川学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 神奈川学習センター 神奈川学習センター事務長 総務係 廃棄
2015 神奈川学習センター 庶務 物品供用簿 平成27年度物品供用簿 神奈川学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 神奈川学習センター 神奈川学習センター事務長 総務係 廃棄
2016 神奈川学習センター 庶務 物品供用簿 平成28年度物品供用簿 神奈川学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 神奈川学習センター 神奈川学習センター事務長 総務係 廃棄
2017 神奈川学習センター 庶務 物品供用簿 平成29年度物品供用簿 神奈川学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 神奈川学習センター 神奈川学習センター事務長 総務係 廃棄
2018 神奈川学習センター 庶務 総務係 平成30年度総務係 神奈川学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 神奈川学習センター 神奈川学習センター事務長 総務係 廃棄
2019 神奈川学習センター 庶務 総務係 2019年度総務係 神奈川学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 神奈川学習センター 神奈川学習センター事務長 総務係 廃棄
2018 神奈川学習センター 施設 施設等関係 平成30年度施設関係 神奈川学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 神奈川学習センター 神奈川学習センター事務長 総務係 廃棄
2019 神奈川学習センター 施設 施設等関係 2019年度施設関係 神奈川学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 神奈川学習センター 神奈川学習センター事務長 総務係 廃棄
2017 神奈川学習センター 職員 勤務時間報告書 平成29年度勤務時間報告書 神奈川学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 神奈川学習センター 神奈川学習センター事務長 総務係 廃棄
2018 神奈川学習センター 職員 勤務時間報告書 平成30年度勤務時間報告書 神奈川学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 神奈川学習センター 神奈川学習センター事務長 総務係 廃棄
2019 神奈川学習センター 職員 勤務時間報告書 2019年度勤務時間報告書 神奈川学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 神奈川学習センター 神奈川学習センター事務長 総務係 廃棄
2017 神奈川学習センター 職員 出勤簿 平成29年度出勤簿 神奈川学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 神奈川学習センター 神奈川学習センター事務長 総務係 廃棄
2018 神奈川学習センター 職員 出勤簿 平成30年度出勤簿 神奈川学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 神奈川学習センター 神奈川学習センター事務長 総務係 廃棄
2019 神奈川学習センター 職員 出勤簿 2019年度出勤簿 神奈川学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 神奈川学習センター 神奈川学習センター事務長 総務係 廃棄
2017 神奈川学習センター 職員 休暇簿 平成29年度休暇簿 神奈川学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 神奈川学習センター 神奈川学習センター事務長 総務係 廃棄
2018 神奈川学習センター 職員 休暇簿 平成30年度休暇簿 神奈川学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 神奈川学習センター 神奈川学習センター事務長 総務係 廃棄
2013 神奈川学習センター 職員 諸手当関係 平成25年度諸手当関係 神奈川学習センター事務長 2014/4/1 3年（支給喪失から） 紙 神奈川学習センター 神奈川学習センター事務長 総務係 廃棄
2014 神奈川学習センター 職員 諸手当関係 平成26年度諸手当関係 神奈川学習センター事務長 2015/4/1 3年（支給喪失から） 紙 神奈川学習センター 神奈川学習センター事務長 総務係 廃棄
2015 神奈川学習センター 職員 諸手当関係 平成27年度諸手当関係 神奈川学習センター事務長 2016/4/1 3年（支給喪失から） 紙 神奈川学習センター 神奈川学習センター事務長 総務係 廃棄
2016 神奈川学習センター 職員 諸手当関係 平成28年度諸手当関係 神奈川学習センター事務長 2017/4/1 3年（支給喪失から） 紙 神奈川学習センター 神奈川学習センター事務長 総務係 廃棄
2017 神奈川学習センター 職員 諸手当関係 平成29年度諸手当関係 神奈川学習センター事務長 2018/4/1 3年（支給喪失から） 紙 神奈川学習センター 神奈川学習センター事務長 総務係 廃棄
2018 神奈川学習センター 職員 諸手当関係 平成30年度諸手当関係 神奈川学習センター事務長 2019/4/1 3年（支給喪失から） 紙 神奈川学習センター 神奈川学習センター事務長 総務係 廃棄
2019 神奈川学習センター 職員 諸手当関係 2019年度諸手当関係 神奈川学習センター事務長 2020/4/1 3年（支給喪失から） 紙 神奈川学習センター 神奈川学習センター事務長 総務係 廃棄
2018 神奈川学習センター 職員 勤務時間報告書・出勤簿（非常勤講師） 平成30年度勤務時間報告書・出勤簿（非常勤講師） 神奈川学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 神奈川学習センター 神奈川学習センター事務長 総務係 廃棄
2019 神奈川学習センター 職員 勤務時間報告書・出勤簿（非常勤講師） 2019年度勤務時間報告書・出勤簿（非常勤講師） 神奈川学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 神奈川学習センター 神奈川学習センター事務長 総務係 廃棄
2018 神奈川学習センター 職員 諸手当関係（面接授業教育補助員（TA））（公開講演会講師）（入学相談会相談員） 平成30年度諸手当関係（面接授業教育補助員（TA））（公開講演会講師）（入学相談会相談員） 神奈川学習センター事務長 2019/4/1 3年（支給喪失から） 紙 神奈川学習センター 神奈川学習センター事務長 総務係 廃棄
2019 神奈川学習センター 職員 諸手当関係（面接授業教育補助員（TA））（公開講演会講師）（入学相談会相談員） 2019年度諸手当関係（面接授業教育補助員（TA））（公開講演会講師）（入学相談会相談員） 神奈川学習センター事務長 2020/4/1 3年（支給喪失から） 紙 神奈川学習センター 神奈川学習センター事務長 総務係 廃棄
2018 神奈川学習センター 職員 定期健康診断 平成30年度定期健康診断 神奈川学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 神奈川学習センター 神奈川学習センター事務長 総務係 廃棄
2019 神奈川学習センター 職員 定期健康診断 2019年度定期健康診断 神奈川学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 神奈川学習センター 神奈川学習センター事務長 総務係 廃棄
2010 神奈川学習センター 学生関係 学生教育研究災害保険関係 平成22年度学生教育研究災害保険関係 神奈川学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 神奈川学習センター 神奈川学習センター事務長 教務係 廃棄
2011 神奈川学習センター 学生関係 学生教育研究災害保険関係 平成23年度学生教育研究災害保険関係 神奈川学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 神奈川学習センター 神奈川学習センター事務長 教務係 廃棄
2012 神奈川学習センター 学生関係 学生教育研究災害保険関係 平成24年度学生教育研究災害保険関係 神奈川学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 神奈川学習センター 神奈川学習センター事務長 教務係 廃棄
2013 神奈川学習センター 学生関係 学生教育研究災害保険関係 平成25年度学生教育研究災害保険関係 神奈川学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 神奈川学習センター 神奈川学習センター事務長 教務係 廃棄
2014 神奈川学習センター 学生関係 学生教育研究災害保険関係 平成26年度学生教育研究災害保険関係 神奈川学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 神奈川学習センター 神奈川学習センター事務長 教務係 廃棄
2015 神奈川学習センター 学生関係 学生教育研究災害保険関係 平成27年度学生教育研究災害保険関係 神奈川学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 神奈川学習センター 神奈川学習センター事務長 教務係 廃棄
2016 神奈川学習センター 学生関係 学生教育研究災害保険関係 平成28年度学生教育研究災害保険関係 神奈川学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 神奈川学習センター 神奈川学習センター事務長 教務係 廃棄
2017 神奈川学習センター 学生関係 学生教育研究災害保険関係 平成29年度学生教育研究災害保険関係 神奈川学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 神奈川学習センター 神奈川学習センター事務長 教務係 廃棄
2018 神奈川学習センター 学生関係 学生教育研究災害保険 平成30年度学生教育研究災害保険 神奈川学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 神奈川学習センター 神奈川学習センター事務長 教務係 廃棄
2019 神奈川学習センター 学生関係 学生教育研究災害保険 2019年度学生教育研究災害保険 神奈川学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 神奈川学習センター 神奈川学習センター事務長 教務係 廃棄
2015 神奈川学習センター 学生関係 奨学金関係 平成27年度奨学金関係 神奈川学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 神奈川学習センター 神奈川学習センター事務長 教務係 廃棄
2016 神奈川学習センター 学生関係 奨学金関係 平成28年度奨学金関係 神奈川学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 神奈川学習センター 神奈川学習センター事務長 教務係 廃棄
2017 神奈川学習センター 学生関係 奨学金関係 平成29年度奨学金関係 神奈川学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 神奈川学習センター 神奈川学習センター事務長 教務係 廃棄
2018 神奈川学習センター 学生関係 日本学生支援機構通信教育奨学生奨学金関係綴 平成30年度日本学生支援機構通信教育奨学生奨学金関係綴 神奈川学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 神奈川学習センター 神奈川学習センター事務長 教務係 廃棄
2019 神奈川学習センター 学生関係 日本学生支援機構通信教育奨学生奨学金関係綴 2019年度日本学生支援機構通信教育奨学生奨学金関係綴 神奈川学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 神奈川学習センター 神奈川学習センター事務長 教務係 廃棄
2015 神奈川学習センター 学生関係 学生団体関係 平成27年度学生団体関係 神奈川学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 神奈川学習センター 神奈川学習センター事務長 教務係 廃棄
2016 神奈川学習センター 学生関係 学生団体関係 平成28年度学生団体関係 神奈川学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 神奈川学習センター 神奈川学習センター事務長 教務係 廃棄
2017 神奈川学習センター 学生関係 学生団体関係 平成29年度学生団体関係 神奈川学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 神奈川学習センター 神奈川学習センター事務長 教務係 廃棄
2018 神奈川学習センター 学生関係 学生団体関係 平成30年度学生団体関係 神奈川学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 神奈川学習センター 神奈川学習センター事務長 教務係 廃棄
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2019 神奈川学習センター 学生関係 学生団体関係 2019年度学生団体関係 神奈川学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 神奈川学習センター 神奈川学習センター事務長 教務係 廃棄
2018 神奈川学習センター 学生関係 施設利用願 平成30年度施設利用願 神奈川学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 神奈川学習センター 神奈川学習センター事務長 教務係 廃棄
2019 神奈川学習センター 学生関係 施設利用願 2019年度施設利用願 神奈川学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 神奈川学習センター 神奈川学習センター事務長 教務係 廃棄
2018 神奈川学習センター 学生関係 無線LAN利用申請書 平成30年度無線LAN利用申請書 神奈川学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 神奈川学習センター 神奈川学習センター事務長 教務係 廃棄
2019 神奈川学習センター 学生関係 無線LAN利用申請書 2019年度無線LAN利用申請書 神奈川学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 神奈川学習センター 神奈川学習センター事務長 教務係 廃棄
2015 神奈川学習センター 証明書 証明書発行台帳(学部) 平成27年度証明書発行台帳(学部)　　 神奈川学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 神奈川学習センター 神奈川学習センター事務長 教務係 廃棄
2016 神奈川学習センター 証明書 証明書発行台帳(学部) 平成28年度証明書発行台帳(学部) 神奈川学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 神奈川学習センター 神奈川学習センター事務長 教務係 廃棄
2017 神奈川学習センター 証明書 証明書発行台帳(学部) 平成29年度証明書発行台帳(学部)　　 神奈川学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 神奈川学習センター 神奈川学習センター事務長 教務係 廃棄
2018 神奈川学習センター 証明書 証明書発行台帳(学部) 平成30年度証明書発行台帳(学部)　　 神奈川学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 神奈川学習センター 神奈川学習センター事務長 教務係 廃棄
2019 神奈川学習センター 証明書 証明書発行台帳(学部) 2019年度証明書発行台帳(学部)　　 神奈川学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 神奈川学習センター 神奈川学習センター事務長 教務係 廃棄
2015 神奈川学習センター 証明書 証明書発行台帳(大学院) 平成27年度証明書発行台帳(大学院） 神奈川学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 神奈川学習センター 神奈川学習センター事務長 教務係 廃棄
2016 神奈川学習センター 証明書 証明書発行台帳(大学院) 平成28年度証明書発行台帳(大学院) 神奈川学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 神奈川学習センター 神奈川学習センター事務長 教務係 廃棄
2017 神奈川学習センター 証明書 証明書発行台帳(大学院) 平成29年度証明書発行台帳(大学院) 神奈川学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 神奈川学習センター 神奈川学習センター事務長 教務係 廃棄
2018 神奈川学習センター 証明書 証明書発行台帳(大学院) 平成30年度証明書発行台帳(大学院) 神奈川学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 神奈川学習センター 神奈川学習センター事務長 教務係 廃棄
2019 神奈川学習センター 証明書 証明書発行台帳(大学院) 2019年度証明書発行台帳(大学院) 神奈川学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 神奈川学習センター 神奈川学習センター事務長 教務係 廃棄
2015 神奈川学習センター 証明書 証明書申請・発行関係 平成27年度証明書申請・発行関係 神奈川学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 神奈川学習センター 神奈川学習センター事務長 教務係 廃棄
2016 神奈川学習センター 証明書 証明書申請・発行関係 平成28年度証明書申請・発行関係 神奈川学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 神奈川学習センター 神奈川学習センター事務長 教務係 廃棄
2017 神奈川学習センター 証明書 証明書申請・発行関係 平成29年度証明書申請・発行関係 神奈川学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 神奈川学習センター 神奈川学習センター事務長 教務係 廃棄
2018 神奈川学習センター 証明書 証明書交付願 平成30年度証明書交付願 神奈川学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 神奈川学習センター 神奈川学習センター事務長 教務係 廃棄
2019 神奈川学習センター 証明書 証明書交付願 2019年度証明書交付願 神奈川学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 神奈川学習センター 神奈川学習センター事務長 教務係 廃棄
2017 神奈川学習センター 証明書 学生旅客運賃割引証関係 平成29年度学生旅客運賃割引証関係 神奈川学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 神奈川学習センター 神奈川学習センター事務長 教務係 廃棄
2018 神奈川学習センター 証明書 学生旅客運賃割引証関係 平成30年度学生旅客運賃割引証関係 神奈川学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 神奈川学習センター 神奈川学習センター事務長 教務係 廃棄
2019 神奈川学習センター 証明書 学生旅客運賃割引証関係 2019年度学生旅客運賃割引証関係 神奈川学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 神奈川学習センター 神奈川学習センター事務長 教務係 廃棄
2015 神奈川学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験関係 平成27年度単位認定試験関係 神奈川学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 神奈川学習センター 神奈川学習センター事務長 教務係 廃棄
2016 神奈川学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験関係 平成28年度単位認定試験関係 神奈川学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 神奈川学習センター 神奈川学習センター事務長 教務係 廃棄
2017 神奈川学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験関係 平成29年度単位認定試験関係 神奈川学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 神奈川学習センター 神奈川学習センター事務長 教務係 廃棄
2018 神奈川学習センター 単位認定試験関係 諸手当関係(単位認定試験監督員・監督補助員） 平成30年度諸手当関係(単位認定試験監督員・監督補助員） 神奈川学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 神奈川学習センター 神奈川学習センター事務長 教務係 廃棄
2019 神奈川学習センター 単位認定試験関係 諸手当関係(単位認定試験監督員・監督補助員） 2019年度諸手当関係(単位認定試験監督員・監督補助員） 神奈川学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 神奈川学習センター 神奈川学習センター事務長 教務係 廃棄
2010 神奈川学習センター 会計 収入金関係 平成22年度収入金関係 神奈川学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 神奈川学習センター 神奈川学習センター事務長 総務係 廃棄
2011 神奈川学習センター 会計 収入金関係 平成23年度収入金関係 神奈川学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 神奈川学習センター 神奈川学習センター事務長 総務係 廃棄
2012 神奈川学習センター 会計 収入金関係 平成24年度収入金関係 神奈川学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 神奈川学習センター 神奈川学習センター事務長 総務係 廃棄
2013 神奈川学習センター 会計 収入金関係 平成25年度収入金関係 神奈川学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 神奈川学習センター 神奈川学習センター事務長 総務係 廃棄
2014 神奈川学習センター 会計 収入金関係 平成26年度収入金関係 神奈川学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 神奈川学習センター 神奈川学習センター事務長 総務係 廃棄
2015 神奈川学習センター 会計 収入金関係 平成27年度収入金関係 神奈川学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 神奈川学習センター 神奈川学習センター事務長 総務係 廃棄
2016 神奈川学習センター 会計 収入金関係 平成28年度収入金関係 神奈川学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 神奈川学習センター 神奈川学習センター事務長 総務係 廃棄
2017 神奈川学習センター 会計 収入金関係 平成29年度収入金関係 神奈川学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 神奈川学習センター 神奈川学習センター事務長 総務係 廃棄
2018 神奈川学習センター 会計 収入金関係 平成30年度収入金関係 神奈川学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 神奈川学習センター 神奈川学習センター事務長 総務係 廃棄
2019 神奈川学習センター 会計 収入金関係 2019年度収入金関係 神奈川学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 神奈川学習センター 神奈川学習センター事務長 総務係 廃棄
2010 神奈川学習センター 会計 現金出納簿 平成22年度現金出納簿 神奈川学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 神奈川学習センター 神奈川学習センター事務長 総務係 廃棄
2011 神奈川学習センター 会計 現金出納簿 平成23年度現金出納簿 神奈川学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 神奈川学習センター 神奈川学習センター事務長 総務係 廃棄
2012 神奈川学習センター 会計 現金出納簿 平成24年度現金出納簿 神奈川学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 神奈川学習センター 神奈川学習センター事務長 総務係 廃棄
2013 神奈川学習センター 会計 現金出納簿 平成25年度現金出納簿 神奈川学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 神奈川学習センター 神奈川学習センター事務長 総務係 廃棄
2014 神奈川学習センター 会計 現金出納簿 平成26年度現金出納簿 神奈川学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 神奈川学習センター 神奈川学習センター事務長 総務係 廃棄
2015 神奈川学習センター 会計 現金出納簿 平成27年度現金出納簿 神奈川学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 神奈川学習センター 神奈川学習センター事務長 総務係 廃棄
2016 神奈川学習センター 会計 現金出納簿 平成28年度現金出納簿 神奈川学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 神奈川学習センター 神奈川学習センター事務長 総務係 廃棄
2017 神奈川学習センター 会計 現金出納簿 平成29年度現金出納簿 神奈川学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 神奈川学習センター 神奈川学習センター事務長 総務係 廃棄
2018 神奈川学習センター 会計 現金出納簿 平成30年度現金出納簿 神奈川学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 神奈川学習センター 神奈川学習センター事務長 総務係 廃棄
2019 神奈川学習センター 会計 現金出納簿 2019年度現金出納簿 神奈川学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 神奈川学習センター 神奈川学習センター事務長 総務係 廃棄
2010 神奈川学習センター 会計 前渡資金要求書・精算書 平成22年度前渡資金要求書・精算書 神奈川学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 神奈川学習センター 神奈川学習センター事務長 総務係 廃棄
2011 神奈川学習センター 会計 前渡資金要求書・精算書 平成23年度前渡資金要求書・精算書 神奈川学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 神奈川学習センター 神奈川学習センター事務長 総務係 廃棄
2012 神奈川学習センター 会計 前渡資金要求書・精算書 平成24年度前渡資金要求書・精算書 神奈川学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 神奈川学習センター 神奈川学習センター事務長 総務係 廃棄
2013 神奈川学習センター 会計 前渡資金要求書・精算書 平成25年度前渡資金要求書・精算書 神奈川学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 神奈川学習センター 神奈川学習センター事務長 総務係 廃棄
2014 神奈川学習センター 会計 前渡資金要求書・精算書 平成26年度前渡資金要求書・精算書 神奈川学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 神奈川学習センター 神奈川学習センター事務長 総務係 廃棄
2015 神奈川学習センター 会計 前渡資金要求書・精算書 平成27年度前渡資金要求書・精算書 神奈川学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 神奈川学習センター 神奈川学習センター事務長 総務係 廃棄
2016 神奈川学習センター 会計 前渡資金要求書・精算書 平成28年度前渡資金要求書・精算書 神奈川学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 神奈川学習センター 神奈川学習センター事務長 総務係 廃棄
2017 神奈川学習センター 会計 前渡資金要求書・精算書 平成29年度前渡資金要求書・精算書 神奈川学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 神奈川学習センター 神奈川学習センター事務長 総務係 廃棄
2010 神奈川学習センター 会計 前渡資金支払伝票 平成22年度前渡資金支払伝票 神奈川学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 神奈川学習センター 神奈川学習センター事務長 総務係 廃棄
2011 神奈川学習センター 会計 前渡資金支払伝票 平成23年度前渡資金支払伝票 神奈川学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 神奈川学習センター 神奈川学習センター事務長 総務係 廃棄
2012 神奈川学習センター 会計 前渡資金支払伝票 平成24年度前渡資金支払伝票 神奈川学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 神奈川学習センター 神奈川学習センター事務長 総務係 廃棄
2013 神奈川学習センター 会計 前渡資金支払伝票 平成25年度前渡資金支払伝票 神奈川学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 神奈川学習センター 神奈川学習センター事務長 総務係 廃棄
2014 神奈川学習センター 会計 前渡資金支払伝票 平成26年度前渡資金支払伝票 神奈川学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 神奈川学習センター 神奈川学習センター事務長 総務係 廃棄
2015 神奈川学習センター 会計 前渡資金支払伝票 平成27年度前渡資金支払伝票 神奈川学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 神奈川学習センター 神奈川学習センター事務長 総務係 廃棄
2016 神奈川学習センター 会計 前渡資金支払伝票 平成28年度前渡資金支払伝票 神奈川学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 神奈川学習センター 神奈川学習センター事務長 総務係 廃棄
2017 神奈川学習センター 会計 前渡資金支払伝票 平成29年度前渡資金支払伝票 神奈川学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 神奈川学習センター 神奈川学習センター事務長 総務係 廃棄
2010 神奈川学習センター 会計 前渡資金出納簿 平成22年度前渡資金出納簿 神奈川学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 神奈川学習センター 神奈川学習センター事務長 総務係 廃棄
2011 神奈川学習センター 会計 前渡資金出納簿 平成23年度前渡資金出納簿 神奈川学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 神奈川学習センター 神奈川学習センター事務長 総務係 廃棄
2012 神奈川学習センター 会計 前渡資金出納簿 平成24年度前渡資金出納簿 神奈川学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 神奈川学習センター 神奈川学習センター事務長 総務係 廃棄
2013 神奈川学習センター 会計 前渡資金出納簿 平成25年度前渡資金出納簿 神奈川学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 神奈川学習センター 神奈川学習センター事務長 総務係 廃棄
2014 神奈川学習センター 会計 前渡資金出納簿 平成26年度前渡資金出納簿 神奈川学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 神奈川学習センター 神奈川学習センター事務長 総務係 廃棄
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2015 神奈川学習センター 会計 前渡資金出納簿 平成27年度前渡資金出納簿 神奈川学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 神奈川学習センター 神奈川学習センター事務長 総務係 廃棄
2016 神奈川学習センター 会計 前渡資金出納簿 平成28年度前渡資金出納簿 神奈川学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 神奈川学習センター 神奈川学習センター事務長 総務係 廃棄
2017 神奈川学習センター 会計 前渡資金出納簿 平成29年度前渡資金出納簿 神奈川学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 神奈川学習センター 神奈川学習センター事務長 総務係 廃棄
2018 神奈川学習センター 会計 前渡資金 平成30年度前渡資金 神奈川学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 神奈川学習センター 神奈川学習センター事務長 総務係 廃棄
2019 神奈川学習センター 会計 前渡資金 2019年度前渡資金 神奈川学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 神奈川学習センター 神奈川学習センター事務長 総務係 廃棄
2010 神奈川学習センター 会計 郵便切手受払簿 平成22年度郵便切手受払簿 神奈川学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 神奈川学習センター 神奈川学習センター事務長 総務係 廃棄
2011 神奈川学習センター 会計 郵便切手受払簿 平成23年度郵便切手受払簿 神奈川学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 神奈川学習センター 神奈川学習センター事務長 総務係 廃棄
2012 神奈川学習センター 会計 郵便切手受払簿 平成24年度郵便切手受払簿 神奈川学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 神奈川学習センター 神奈川学習センター事務長 総務係 廃棄
2013 神奈川学習センター 会計 郵便切手受払簿 平成25年度郵便切手受払簿 神奈川学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 神奈川学習センター 神奈川学習センター事務長 総務係 廃棄
2014 神奈川学習センター 会計 郵便切手受払簿 平成26年度郵便切手受払簿 神奈川学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 神奈川学習センター 神奈川学習センター事務長 総務係 廃棄
2015 神奈川学習センター 会計 郵便切手受払簿 平成27年度郵便切手受払簿 神奈川学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 神奈川学習センター 神奈川学習センター事務長 総務係 廃棄
2016 神奈川学習センター 会計 郵便切手受払簿 平成28年度郵便切手受払簿 神奈川学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 神奈川学習センター 神奈川学習センター事務長 総務係 廃棄
2017 神奈川学習センター 会計 郵便切手受払簿 平成29年度郵便切手受払簿 神奈川学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 神奈川学習センター 神奈川学習センター事務長 総務係 廃棄
2018 神奈川学習センター 会計 郵便切手受払簿 平成30年度郵便切手受払簿 神奈川学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 神奈川学習センター 神奈川学習センター事務長 総務係 廃棄
2019 神奈川学習センター 会計 郵便切手受払簿 2019年度郵便切手受払簿 神奈川学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 神奈川学習センター 神奈川学習センター事務長 総務係 廃棄
2018 神奈川学習センター 会計 財務会計 平成30年度財務会計 神奈川学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 神奈川学習センター 神奈川学習センター事務長 総務係 廃棄
2019 神奈川学習センター 会計 財務会計 2019年度財務会計 神奈川学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 神奈川学習センター 神奈川学習センター事務長 総務係 廃棄
2018 神奈川学習センター 会計 寄付金 平成30年度寄付金 神奈川学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 神奈川学習センター 神奈川学習センター事務長 総務係 廃棄
2019 神奈川学習センター 会計 寄付金 2019年度寄付金 神奈川学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 神奈川学習センター 神奈川学習センター事務長 総務係 廃棄
2018 神奈川学習センター 会計 購入依頼書・債務計上票 平成30年度購入依頼書・債務計上票 神奈川学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 神奈川学習センター 神奈川学習センター事務長 総務係 廃棄
2019 神奈川学習センター 会計 購入依頼書・債務計上票 2019年度購入依頼書・債務計上票 神奈川学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 神奈川学習センター 神奈川学習センター事務長 総務係 廃棄
2018 神奈川学習センター 会計 年間契約 平成30年度年間契約 神奈川学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 神奈川学習センター 神奈川学習センター事務長 総務係 廃棄
2019 神奈川学習センター 会計 年間契約 2019年度年間契約 神奈川学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 神奈川学習センター 神奈川学習センター事務長 総務係 廃棄
2018 神奈川学習センター 会計 電気料金関係（自動販売機検診報告書、自動販売機業者報告書） 平成30年度電気料金関係（自動販売機検診報告書、自動販売機業者報告書） 神奈川学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 神奈川学習センター 神奈川学習センター事務長 総務係 廃棄
2018 神奈川学習センター 会計 経費精算申請書・経費精算書・口座振替通知書（WiFi/水道）・振替依頼 平成30年度経費精算申請書・経費精算書・口座振替通知書（WiFi/水道）・振替依頼 神奈川学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 神奈川学習センター 神奈川学習センター事務長 総務係 廃棄
2019 神奈川学習センター 会計 経費精算申請書・経費精算書・口座振替通知書（WiFi/水道）・振替依頼 2019年度経費精算申請書・経費精算書・口座振替通知書（WiFi/水道）・振替依頼 神奈川学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 神奈川学習センター 神奈川学習センター事務長 総務係 廃棄
2015 神奈川学習センター 出願 出願関係・身体障害者関係 平成27年度出願関係・身体障害者関係 神奈川学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 神奈川学習センター 神奈川学習センター事務長 教務係 廃棄
2016 神奈川学習センター 出願 出願関係・身体障害者関係 平成28年度出願関係・身体障害者関係 神奈川学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 神奈川学習センター 神奈川学習センター事務長 教務係 廃棄
2017 神奈川学習センター 出願 出願関係・身体障害者関係 平成29年度出願関係・身体障害者関係 神奈川学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 神奈川学習センター 神奈川学習センター事務長 教務係 廃棄
2018 神奈川学習センター 出願 出願関係・身体障害者関係 平成30年度出願関係・身体障害者関係 神奈川学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 神奈川学習センター 神奈川学習センター事務長 教務係 廃棄
2019 神奈川学習センター 出願 出願関係・身体障害者関係 2019年度出願関係・身体障害者関係 神奈川学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 神奈川学習センター 神奈川学習センター事務長 教務係 廃棄
2019 神奈川学習センター 会計 産業廃棄物　処理委託契約書・管理票 2019年度産業廃棄物　処理委託契約書・管理票 神奈川学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 神奈川学習センター 神奈川学習センター事務長 総務係 廃棄
1994 新潟学習センター 式典 事務所開き・開所式 事務所開き・開所式 新潟学習センター事務長 1995/4/1 無期限 紙 新潟学習センター 新潟学習センター事務長 廃棄
2000 新潟学習センター 式典 合築竣工式典 合築竣工式典 新潟学習センター事務長 2001/4/1 無期限 紙 新潟学習センター 新潟学習センター事務長 廃棄
2000 新潟学習センター 会計 合築建物に関する協定関係 合築建物に関する協定関係 新潟学習センター事務長 2001/4/1 無期限 紙 新潟学習センター 新潟学習センター事務長 廃棄
1998 新潟学習センター 施設 合築関係 合築関係 新潟学習センター事務長 1999/4/1 無期限 紙 新潟学習センター 新潟学習センター事務長 廃棄
2010 新潟学習センター 式典 入学者の集い・学位記授与式 入学者の集い・学位記授与式（平成22年度） 新潟学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 新潟学習センター 新潟学習センター事務長 廃棄
2011 新潟学習センター 式典 入学者の集い・学位記授与式 入学者の集い・学位記授与式（平成23年度） 新潟学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 新潟学習センター 新潟学習センター事務長 廃棄
2012 新潟学習センター 式典 入学者の集い・学位記授与式 入学者の集い・学位記授与式（平成24年度） 新潟学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 新潟学習センター 新潟学習センター事務長 廃棄
2013 新潟学習センター 式典 入学者の集い・学位記授与式 入学者の集い・学位記授与式（平成25年度） 新潟学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 新潟学習センター 新潟学習センター事務長 廃棄
2014 新潟学習センター 式典 入学者の集い・学位記授与式 入学者の集い・学位記授与式（平成26年度） 新潟学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 新潟学習センター 新潟学習センター事務長 廃棄
2015 新潟学習センター 式典 入学者の集い・学位記授与式 入学者の集い・学位記授与式（平成27年度） 新潟学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 新潟学習センター 新潟学習センター事務長 廃棄
2016 新潟学習センター 式典 入学者の集い・学位記授与式 入学者の集い・学位記授与式（平成28年度） 新潟学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 新潟学習センター 新潟学習センター事務長 廃棄
2017 新潟学習センター 式典 入学者の集い・学位記授与式 入学者の集い・学位記授与式（平成29年度） 新潟学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 新潟学習センター 新潟学習センター事務長 廃棄
2018 新潟学習センター 式典 入学者の集い・学位記授与式 入学者の集い・学位記授与式（平成30年度） 新潟学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 新潟学習センター 新潟学習センター事務長 廃棄
2019 新潟学習センター 式典 入学者の集い・学位記授与式 入学者の集い・学位記授与式（令和元年度） 新潟学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 新潟学習センター 新潟学習センター事務長 廃棄
2015 新潟学習センター 人事 人事関係 人事関係（平成27年度） 新潟学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 新潟学習センター 新潟学習センター事務長 廃棄
2016 新潟学習センター 人事 人事関係 人事関係（平成28年度） 新潟学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 新潟学習センター 新潟学習センター事務長 廃棄
2017 新潟学習センター 人事 人事関係 人事関係（平成29年度） 新潟学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 新潟学習センター 新潟学習センター事務長 廃棄
2018 新潟学習センター 人事 人事関係 人事関係（平成30年度） 新潟学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 新潟学習センター 新潟学習センター事務長 廃棄
2019 新潟学習センター 人事 人事関係 人事関係（令和元年度） 新潟学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 新潟学習センター 新潟学習センター事務長 廃棄
2017 新潟学習センター 諸会議 北関東ブロック会議 北関東ブロック会議（平成29年度） 新潟学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 新潟学習センター 新潟学習センター事務長 廃棄
2018 新潟学習センター 諸会議 北関東ブロック会議 北関東ブロック会議（平成30年度） 新潟学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 新潟学習センター 新潟学習センター事務長 廃棄
2019 新潟学習センター 諸会議 北関東ブロック会議 北関東ブロック会議（令和元年度） 新潟学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 新潟学習センター 新潟学習センター事務長 廃棄
2017 新潟学習センター 広報 機関誌「松籟」 機関誌「松籟」（平成29年度） 新潟学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 新潟学習センター 新潟学習センター事務長 廃棄
2018 新潟学習センター 広報 機関誌「松籟」 機関誌「松籟」（平成30年度） 新潟学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 新潟学習センター 新潟学習センター事務長 廃棄
2019 新潟学習センター 広報 機関誌「松籟」 機関誌「松籟」（令和元年度） 新潟学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 新潟学習センター 新潟学習センター事務長 廃棄
2015 新潟学習センター 広報 広報・学生募集 広報・学生募集（平成27年度第1学期） 新潟学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 新潟学習センター 新潟学習センター事務長 廃棄
2015 新潟学習センター 広報 広報・学生募集 広報・学生募集（平成27年度第2学期） 新潟学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 新潟学習センター 新潟学習センター事務長 廃棄
2016 新潟学習センター 広報 広報・学生募集 広報・学生募集（平成28年度第１学期） 新潟学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 新潟学習センター 新潟学習センター事務長 廃棄
2016 新潟学習センター 広報 広報・学生募集 広報・学生募集（平成28年度第2学期） 新潟学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 新潟学習センター 新潟学習センター事務長 廃棄
2017 新潟学習センター 広報 広報・学生募集 広報・学生募集（平成29年度第１学期） 新潟学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 新潟学習センター 新潟学習センター事務長 廃棄
2017 新潟学習センター 広報 広報・学生募集 広報・学生募集（平成29年度第2学期） 新潟学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 新潟学習センター 新潟学習センター事務長 廃棄
2018 新潟学習センター 広報 広報・学生募集 広報・学生募集（平成30年度第１学期） 新潟学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 新潟学習センター 新潟学習センター事務長 廃棄
2018 新潟学習センター 広報 広報・学生募集 広報・学生募集（平成30年度第2学期） 新潟学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 新潟学習センター 新潟学習センター事務長 廃棄
2019 新潟学習センター 広報 広報・学生募集 広報・学生募集（令和元年度第1学期） 新潟学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 新潟学習センター 新潟学習センター事務長 廃棄
2019 新潟学習センター 広報 広報・学生募集 広報・学生募集（令和元年度第2学期） 新潟学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 新潟学習センター 新潟学習センター事務長 廃棄
2010 新潟学習センター 庶務 物品管理関係 物品管理関係（平成22年度） 新潟学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 新潟学習センター 新潟学習センター事務長 廃棄
2011 新潟学習センター 庶務 物品管理関係 物品管理関係（平成23年度） 新潟学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 新潟学習センター 新潟学習センター事務長 廃棄
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大分類 中分類
備考作成・取得年度等
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保存期間満了
時期

媒体の種別 保存場所 管理者 管理担当係等
保存期間満了時の

措置結果
2012 新潟学習センター 庶務 物品管理関係 物品管理関係（平成24年度） 新潟学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 新潟学習センター 新潟学習センター事務長 廃棄
2013 新潟学習センター 庶務 物品管理関係 物品管理関係（平成25年度） 新潟学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 新潟学習センター 新潟学習センター事務長 廃棄
2014 新潟学習センター 庶務 物品管理関係 物品管理関係（平成26年度） 新潟学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 新潟学習センター 新潟学習センター事務長 廃棄
2015 新潟学習センター 庶務 物品管理関係 物品管理関係（平成27年度） 新潟学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 新潟学習センター 新潟学習センター事務長 廃棄
2016 新潟学習センター 庶務 物品管理関係 物品管理関係（平成28年度） 新潟学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 新潟学習センター 新潟学習センター事務長 廃棄
2017 新潟学習センター 庶務 物品管理関係 物品管理関係（平成29年度） 新潟学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 新潟学習センター 新潟学習センター事務長 廃棄
2018 新潟学習センター 庶務 物品管理関係 物品管理関係（平成30年度） 新潟学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 新潟学習センター 新潟学習センター事務長 廃棄
2019 新潟学習センター 庶務 物品管理関係 物品管理関係（令和元年度） 新潟学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 新潟学習センター 新潟学習センター事務長 廃棄
2010 新潟学習センター 庶務 旅行命令依頼伺・出張命令復命書 旅行命令依頼伺・出張命令復命書（平成22年度） 新潟学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 新潟学習センター 新潟学習センター事務長 廃棄
2011 新潟学習センター 庶務 旅行命令依頼伺・出張命令復命書 旅行命令依頼伺・出張命令復命書（平成23年度） 新潟学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 新潟学習センター 新潟学習センター事務長 廃棄
2012 新潟学習センター 庶務 旅行命令依頼伺・出張命令復命書 旅行命令依頼伺・出張命令復命書（平成24年度） 新潟学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 新潟学習センター 新潟学習センター事務長 廃棄
2013 新潟学習センター 庶務 旅行命令依頼伺・出張命令復命書 旅行命令依頼伺・出張命令復命書（平成25年度） 新潟学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 新潟学習センター 新潟学習センター事務長 廃棄
2014 新潟学習センター 庶務 旅行命令依頼伺・出張命令復命書 旅行命令依頼伺・出張命令復命書（平成26年度） 新潟学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 新潟学習センター 新潟学習センター事務長 廃棄
2015 新潟学習センター 庶務 旅行命令依頼伺・出張命令復命書 旅行命令依頼伺・出張命令復命書（平成27年度） 新潟学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 新潟学習センター 新潟学習センター事務長 廃棄
2016 新潟学習センター 庶務 旅行命令依頼伺・出張命令復命書 旅行命令依頼伺・出張命令復命書（平成28年度） 新潟学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 新潟学習センター 新潟学習センター事務長 廃棄
2017 新潟学習センター 庶務 旅行命令依頼伺・出張命令復命書 旅行命令依頼伺・出張命令復命書（平成29年度） 新潟学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 新潟学習センター 新潟学習センター事務長 廃棄
2018 新潟学習センター 庶務 旅行命令依頼伺・出張命令復命書 旅行命令依頼伺・出張命令復命書（平成30年度） 新潟学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 新潟学習センター 新潟学習センター事務長 廃棄
2019 新潟学習センター 庶務 旅行命令依頼伺・出張命令復命書 旅行命令依頼伺・出張命令復命書（令和元年度） 新潟学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 新潟学習センター 新潟学習センター事務長 廃棄
2015 新潟学習センター 庶務 学習センター利用の手引き 学習センター利用の手引き（平成27年度） 新潟学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 新潟学習センター 新潟学習センター事務長 廃棄
2016 新潟学習センター 庶務 学習センター利用の手引き 学習センター利用の手引き（平成28年度） 新潟学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 新潟学習センター 新潟学習センター事務長 廃棄
2017 新潟学習センター 庶務 学習センター利用の手引き 学習センター利用の手引き（平成29年度） 新潟学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 新潟学習センター 新潟学習センター事務長 廃棄
2018 新潟学習センター 庶務 学習センター利用の手引き 学習センター利用の手引き（平成30年度） 新潟学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 新潟学習センター 新潟学習センター事務長 廃棄
2019 新潟学習センター 庶務 学習センター利用の手引き 学習センター利用の手引き（令和元年度） 新潟学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 新潟学習センター 新潟学習センター事務長 廃棄
2017 新潟学習センター 職員 個人別振替休日処理状況表 個人別振替休日処理状況表（平成29年度） 新潟学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 新潟学習センター 新潟学習センター事務長 廃棄
2018 新潟学習センター 職員 個人別振替休日処理状況表 個人別振替休日処理状況表（平成30年度） 新潟学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 新潟学習センター 新潟学習センター事務長 廃棄
2019 新潟学習センター 職員 個人別振替休日処理状況表 個人別振替休日処理状況表（令和元年度） 新潟学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 新潟学習センター 新潟学習センター事務長 廃棄
2017 新潟学習センター 職員 勤務・週休割振表 勤務・週休割振表（平成29年度） 新潟学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 新潟学習センター 新潟学習センター事務長 廃棄
2018 新潟学習センター 職員 勤務・週休割振表 勤務・週休割振表（平成30年度） 新潟学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 新潟学習センター 新潟学習センター事務長 廃棄
2019 新潟学習センター 職員 勤務・週休割振表 勤務・週休割振表（令和元年度） 新潟学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 新潟学習センター 新潟学習センター事務長 廃棄
2017 新潟学習センター 職員 休暇簿 休暇簿（平成29年度） 新潟学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 新潟学習センター 新潟学習センター事務長 廃棄
2018 新潟学習センター 職員 休暇簿 休暇簿（平成30年度） 新潟学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 新潟学習センター 新潟学習センター事務長 廃棄
2019 新潟学習センター 職員 休暇簿 休暇簿（令和元年度） 新潟学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 新潟学習センター 新潟学習センター事務長 廃棄
2017 新潟学習センター 職員 出勤簿 出勤簿（平成29年） 新潟学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 新潟学習センター 新潟学習センター事務長 廃棄
2018 新潟学習センター 職員 出勤簿 出勤簿（平成30年） 新潟学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 新潟学習センター 新潟学習センター事務長 廃棄
2019 新潟学習センター 職員 出勤簿 出勤簿（令和元年） 新潟学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 新潟学習センター 新潟学習センター事務長 廃棄
2017 新潟学習センター 職員 超過勤務命令簿 超過勤務命令簿（平成29年度） 新潟学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 新潟学習センター 新潟学習センター事務長 廃棄
2018 新潟学習センター 職員 超過勤務命令簿 超過勤務命令簿（平成30年度） 新潟学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 新潟学習センター 新潟学習センター事務長 廃棄
2019 新潟学習センター 職員 超過勤務命令簿 超過勤務命令簿（令和元年度） 新潟学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 新潟学習センター 新潟学習センター事務長 廃棄
2017 新潟学習センター 職員 勤務時間報告書 勤務時間報告書（平成29年度） 新潟学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 新潟学習センター 新潟学習センター事務長 廃棄
2018 新潟学習センター 職員 勤務時間報告書 勤務時間報告書（平成30年度） 新潟学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 新潟学習センター 新潟学習センター事務長 廃棄
2019 新潟学習センター 職員 勤務時間報告書 勤務時間報告書（令和元年度） 新潟学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 新潟学習センター 新潟学習センター事務長 廃棄
2015 新潟学習センター 面接授業 面接授業 面接授業（平成27年度第1学期） 新潟学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 新潟学習センター 新潟学習センター事務長 廃棄
2015 新潟学習センター 面接授業 面接授業 面接授業（平成27年度第2学期） 新潟学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 新潟学習センター 新潟学習センター事務長 廃棄
2016 新潟学習センター 面接授業 面接授業 面接授業（平成28年度第１学期） 新潟学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 新潟学習センター 新潟学習センター事務長 廃棄
2016 新潟学習センター 面接授業 面接授業 面接授業（平成28年度第2学期） 新潟学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 新潟学習センター 新潟学習センター事務長 廃棄
2017 新潟学習センター 面接授業 面接授業 面接授業（平成29年度第１学期） 新潟学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 新潟学習センター 新潟学習センター事務長 廃棄
2017 新潟学習センター 面接授業 面接授業 面接授業（平成29年度第2学期） 新潟学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 新潟学習センター 新潟学習センター事務長 廃棄
2018 新潟学習センター 面接授業 面接授業 面接授業（平成30年度第１学期） 新潟学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 新潟学習センター 新潟学習センター事務長 廃棄
2018 新潟学習センター 面接授業 面接授業 面接授業（平成30年度第2学期） 新潟学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 新潟学習センター 新潟学習センター事務長 廃棄
2019 新潟学習センター 面接授業 面接授業 面接授業（令和元年度第1学期） 新潟学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 新潟学習センター 新潟学習センター事務長 廃棄
2019 新潟学習センター 面接授業 面接授業 面接授業（令和元年度第2学期） 新潟学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 新潟学習センター 新潟学習センター事務長 廃棄
1997 新潟学習センター 教務関係 単位互換協定締結関係 単位互換協定締結関係 新潟学習センター事務長 1998/4/1 3年（失効後） 紙 新潟学習センター 新潟学習センター事務長 廃棄
2015 新潟学習センター 教務関係 身体に障害を有する学生関係 身体に障害を有する学生関係（平成27年度） 新潟学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 新潟学習センター 新潟学習センター事務長 廃棄
2016 新潟学習センター 教務関係 身体に障害を有する学生関係 身体に障害を有する学生関係（平成28年度） 新潟学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 新潟学習センター 新潟学習センター事務長 廃棄
2017 新潟学習センター 教務関係 身体に障害を有する学生関係 身体に障害を有する学生関係（平成29年度） 新潟学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 新潟学習センター 新潟学習センター事務長 廃棄
2018 新潟学習センター 教務関係 身体に障害を有する学生関係 身体に障害を有する学生関係（平成30年度） 新潟学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 新潟学習センター 新潟学習センター事務長 廃棄
2019 新潟学習センター 教務関係 身体に障害を有する学生関係 身体に障害を有する学生関係（令和元年度） 新潟学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 新潟学習センター 新潟学習センター事務長 廃棄
2015 新潟学習センター 学生関係 各種奨学金関係 各種奨学金関係（平成27年度） 新潟学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 新潟学習センター 新潟学習センター事務長 廃棄
2016 新潟学習センター 学生関係 各種奨学金関係 各種奨学金関係（平成28年度） 新潟学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 新潟学習センター 新潟学習センター事務長 廃棄
2017 新潟学習センター 学生関係 各種奨学金関係 各種奨学金関係（平成29年度） 新潟学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 新潟学習センター 新潟学習センター事務長 廃棄
2018 新潟学習センター 学生関係 各種奨学金関係 各種奨学金関係（平成30年度） 新潟学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 新潟学習センター 新潟学習センター事務長 廃棄
2019 新潟学習センター 学生関係 各種奨学金関係 各種奨学金関係（令和元年度） 新潟学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 新潟学習センター 新潟学習センター事務長 廃棄
2015 新潟学習センター 学生関係 学生団体関係 学生団体関係（平成27年度） 新潟学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 新潟学習センター 新潟学習センター事務長 廃棄
2016 新潟学習センター 学生関係 学生団体関係 学生団体関係（平成28年度） 新潟学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 新潟学習センター 新潟学習センター事務長 廃棄
2017 新潟学習センター 学生関係 学生団体関係 学生団体関係（平成29年度） 新潟学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 新潟学習センター 新潟学習センター事務長 廃棄
2018 新潟学習センター 学生関係 学生団体関係 学生団体関係（平成30年度） 新潟学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 新潟学習センター 新潟学習センター事務長 廃棄
2019 新潟学習センター 学生関係 学生団体関係 学生団体関係（令和元年度） 新潟学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 新潟学習センター 新潟学習センター事務長 廃棄
2015 新潟学習センター 学生関係 学生研修旅行 学生研修旅行（平成27年度） 新潟学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 新潟学習センター 新潟学習センター事務長 廃棄
2016 新潟学習センター 学生関係 学生研修旅行 学生研修旅行（平成28年度） 新潟学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 新潟学習センター 新潟学習センター事務長 廃棄
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措置結果
2017 新潟学習センター 学生関係 学生研修旅行 学生研修旅行（平成29年度） 新潟学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 新潟学習センター 新潟学習センター事務長 廃棄
2018 新潟学習センター 学生関係 学生研修旅行 学生研修旅行（平成30年度） 新潟学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 新潟学習センター 新潟学習センター事務長 廃棄
2019 新潟学習センター 学生関係 学生研修旅行 学生研修旅行（令和元年度） 新潟学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 新潟学習センター 新潟学習センター事務長 廃棄
2015 新潟学習センター 学生関係 住所変更届 住所変更届（平成27年度） 新潟学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 新潟学習センター 新潟学習センター事務長 廃棄
2016 新潟学習センター 学生関係 住所変更届 住所変更届（平成28年度） 新潟学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 新潟学習センター 新潟学習センター事務長 廃棄
2017 新潟学習センター 学生関係 住所変更届 住所変更届（平成29年度） 新潟学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 新潟学習センター 新潟学習センター事務長 廃棄
2018 新潟学習センター 学生関係 住所変更届 住所変更届（平成30年度） 新潟学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 新潟学習センター 新潟学習センター事務長 廃棄
2019 新潟学習センター 学生関係 住所変更届 住所変更届（令和元年度） 新潟学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 新潟学習センター 新潟学習センター事務長 廃棄
2017 新潟学習センター 証明書 学割証発行願 学割証発行願（平成29年度） 新潟学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 新潟学習センター 新潟学習センター事務長 廃棄
2018 新潟学習センター 証明書 学割証発行願 学割証発行願（平成30年度） 新潟学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 新潟学習センター 新潟学習センター事務長 廃棄
2019 新潟学習センター 証明書 学割証発行願 学割証発行願（令和元年度） 新潟学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 新潟学習センター 新潟学習センター事務長 廃棄
2017 新潟学習センター 証明書 諸証明書発行台帳 諸証明書発行台帳（平成29年度） 新潟学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 新潟学習センター 新潟学習センター事務長 廃棄
2018 新潟学習センター 証明書 諸証明書発行台帳 諸証明書発行台帳（平成30年度） 新潟学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 新潟学習センター 新潟学習センター事務長 廃棄
2019 新潟学習センター 証明書 諸証明書発行台帳 諸証明書発行台帳（令和元年度） 新潟学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 新潟学習センター 新潟学習センター事務長 廃棄
2017 新潟学習センター 証明書 諸証明書発行台帳・大学院 諸証明書発行台帳・大学院（平成29年度） 新潟学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 新潟学習センター 新潟学習センター事務長 廃棄
2018 新潟学習センター 証明書 諸証明書発行台帳・大学院 諸証明書発行台帳・大学院（平成30年度） 新潟学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 新潟学習センター 新潟学習センター事務長 廃棄
2019 新潟学習センター 証明書 諸証明書発行台帳・大学院 諸証明書発行台帳・大学院（令和元年度） 新潟学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 新潟学習センター 新潟学習センター事務長 廃棄
2017 新潟学習センター 証明書 諸証明書交付願 諸証明書交付願（平成29年度） 新潟学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 新潟学習センター 新潟学習センター事務長 廃棄
2018 新潟学習センター 証明書 諸証明書交付願 諸証明書交付願（平成30年度） 新潟学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 新潟学習センター 新潟学習センター事務長 廃棄
2019 新潟学習センター 証明書 諸証明書交付願 諸証明書交付願（令和元年度） 新潟学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 新潟学習センター 新潟学習センター事務長 廃棄
2017 新潟学習センター 証明書 諸証明書交付願・大学院 諸証明書交付願・大学院（平成29年度） 新潟学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 新潟学習センター 新潟学習センター事務長 廃棄
2018 新潟学習センター 証明書 諸証明書交付願・大学院 諸証明書交付願・大学院（平成30年度） 新潟学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 新潟学習センター 新潟学習センター事務長 廃棄
2019 新潟学習センター 証明書 諸証明書交付願・大学院 諸証明書交付願・大学院（令和元年度） 新潟学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 新潟学習センター 新潟学習センター事務長 廃棄
2017 新潟学習センター 証明書 司書教諭講習単位修得証明書 司書教諭講習単位修得証明書（平成29年度） 新潟学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 新潟学習センター 新潟学習センター事務長 廃棄
2018 新潟学習センター 証明書 司書教諭講習単位修得証明書 司書教諭講習単位修得証明書（平成30年度） 新潟学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 新潟学習センター 新潟学習センター事務長 廃棄
2019 新潟学習センター 証明書 司書教諭講習単位修得証明書 司書教諭講習単位修得証明書（令和元年度） 新潟学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 新潟学習センター 新潟学習センター事務長 廃棄
2015 新潟学習センター 入試 大学院入学試験 大学院入学試験（平成27年度） 新潟学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 新潟学習センター 新潟学習センター事務長 廃棄
2016 新潟学習センター 入試 大学院入学試験 大学院入学試験（平成28年度） 新潟学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 新潟学習センター 新潟学習センター事務長 廃棄
2017 新潟学習センター 入試 大学院入学試験 大学院入学試験（平成29年度） 新潟学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 新潟学習センター 新潟学習センター事務長 廃棄
2018 新潟学習センター 入試 大学院入学試験 大学院入学試験（平成30年度） 新潟学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 新潟学習センター 新潟学習センター事務長 廃棄
2019 新潟学習センター 入試 大学院入学試験 大学院入学試験（令和元年度） 新潟学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 新潟学習センター 新潟学習センター事務長 廃棄
2015 新潟学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験 単位認定試験（平成27年度１学期） 新潟学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 新潟学習センター 新潟学習センター事務長 廃棄
2015 新潟学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験 単位認定試験（平成27年度2学期） 新潟学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 新潟学習センター 新潟学習センター事務長 廃棄
2016 新潟学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験 単位認定試験（平成28年度1学期） 新潟学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 新潟学習センター 新潟学習センター事務長 廃棄
2016 新潟学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験 単位認定試験（平成28年度2学期） 新潟学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 新潟学習センター 新潟学習センター事務長 廃棄
2017 新潟学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験 単位認定試験（平成29年度1学期） 新潟学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 新潟学習センター 新潟学習センター事務長 廃棄
2017 新潟学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験 単位認定試験（平成29年度2学期） 新潟学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 新潟学習センター 新潟学習センター事務長 廃棄
2018 新潟学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験 単位認定試験（平成30年度1学期） 新潟学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 新潟学習センター 新潟学習センター事務長 廃棄
2018 新潟学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験 単位認定試験（平成30年度2学期） 新潟学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 新潟学習センター 新潟学習センター事務長 廃棄
2019 新潟学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験 単位認定試験（令和元年度1学期） 新潟学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 新潟学習センター 新潟学習センター事務長 廃棄
2019 新潟学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験 単位認定試験（令和元年度2学期） 新潟学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 新潟学習センター 新潟学習センター事務長 廃棄
2017 新潟学習センター 図書・視聴 文献複写申込書 文献複写申込書（平成29年度） 新潟学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 新潟学習センター 新潟学習センター事務長 廃棄
2018 新潟学習センター 図書・視聴 文献複写申込書 文献複写申込書（平成30年度） 新潟学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 新潟学習センター 新潟学習センター事務長 廃棄
2019 新潟学習センター 図書・視聴 文献複写申込書 文献複写申込書（令和元年度） 新潟学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 新潟学習センター 新潟学習センター事務長 廃棄
2010 新潟学習センター 会計 前渡資金関係 前渡資金関係（平成22年度） 新潟学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 新潟学習センター 新潟学習センター事務長 廃棄
2011 新潟学習センター 会計 前渡資金関係 前渡資金関係（平成23年度） 新潟学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 新潟学習センター 新潟学習センター事務長 廃棄
2010 新潟学習センター 会計 前渡資金関係 前渡資金出納簿（平成22年度） 新潟学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 新潟学習センター 新潟学習センター事務長 廃棄
2011 新潟学習センター 会計 前渡資金関係 前渡資金出納簿（平成23年度） 新潟学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 新潟学習センター 新潟学習センター事務長 廃棄
2010 新潟学習センター 会計 物品取得及び修繕（役務）請求書 物品取得及び修繕（役務）請求書（平成22年度） 新潟学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 新潟学習センター 新潟学習センター事務長 廃棄
2011 新潟学習センター 会計 物品取得及び修繕（役務）請求書 物品取得及び修繕（役務）請求書（平成23年度） 新潟学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 新潟学習センター 新潟学習センター事務長 廃棄
2017 新潟学習センター 会計 警備報告書 警備報告書（平成29年度） 新潟学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 新潟学習センター 新潟学習センター事務長 廃棄
2018 新潟学習センター 会計 警備報告書 警備報告書（平成30年度） 新潟学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 新潟学習センター 新潟学習センター事務長 廃棄
2019 新潟学習センター 会計 警備報告書 警備報告書（令和元年度） 新潟学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 新潟学習センター 新潟学習センター事務長 廃棄
2017 新潟学習センター 会計 清掃業務日誌 清掃業務日誌（平成29年度） 新潟学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 新潟学習センター 新潟学習センター事務長 廃棄
2018 新潟学習センター 会計 清掃業務日誌 清掃業務日誌（平成30年度） 新潟学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 新潟学習センター 新潟学習センター事務長 廃棄
2019 新潟学習センター 会計 清掃業務日誌 清掃業務日誌（令和元年度） 新潟学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 新潟学習センター 新潟学習センター事務長 廃棄
2010 新潟学習センター 会計 予算関係 予算関係（平成22年度） 新潟学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 新潟学習センター 新潟学習センター事務長 廃棄
2011 新潟学習センター 会計 予算関係 予算関係（平成23年度） 新潟学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 新潟学習センター 新潟学習センター事務長 廃棄
2012 新潟学習センター 会計 予算関係 予算関係（平成24年度） 新潟学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 新潟学習センター 新潟学習センター事務長 廃棄
2013 新潟学習センター 会計 予算関係 予算関係（平成25年度） 新潟学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 新潟学習センター 新潟学習センター事務長 廃棄
2014 新潟学習センター 会計 予算関係 予算関係（平成26年度） 新潟学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 新潟学習センター 新潟学習センター事務長 廃棄
2015 新潟学習センター 会計 予算関係 予算関係（平成27年度） 新潟学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 新潟学習センター 新潟学習センター事務長 廃棄
2016 新潟学習センター 会計 予算関係 予算関係（平成28年度） 新潟学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 新潟学習センター 新潟学習センター事務長 廃棄
2017 新潟学習センター 会計 予算関係 予算関係（平成29年度） 新潟学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 新潟学習センター 新潟学習センター事務長 廃棄
2018 新潟学習センター 会計 予算関係 予算関係（平成30年度） 新潟学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 新潟学習センター 新潟学習センター事務長 廃棄
2019 新潟学習センター 会計 予算関係 予算関係（令和元年度） 新潟学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 新潟学習センター 新潟学習センター事務長 廃棄
2010 新潟学習センター 会計 現金出納簿 現金出納簿（平成22年度） 新潟学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 新潟学習センター 新潟学習センター事務長 廃棄
2011 新潟学習センター 会計 現金出納簿 現金出納簿（平成23年度） 新潟学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 新潟学習センター 新潟学習センター事務長 廃棄
2012 新潟学習センター 会計 現金出納簿 現金出納簿（平成24年度） 新潟学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 新潟学習センター 新潟学習センター事務長 廃棄
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措置結果
2013 新潟学習センター 会計 現金出納簿 現金出納簿（平成25年度） 新潟学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 新潟学習センター 新潟学習センター事務長 廃棄
2014 新潟学習センター 会計 現金出納簿 現金出納簿（平成26年度） 新潟学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 新潟学習センター 新潟学習センター事務長 廃棄
2015 新潟学習センター 会計 現金出納簿 現金出納簿（平成27年度） 新潟学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 新潟学習センター 新潟学習センター事務長 廃棄
2016 新潟学習センター 会計 現金出納簿 現金出納簿（平成28年度） 新潟学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 新潟学習センター 新潟学習センター事務長 廃棄
2017 新潟学習センター 会計 現金出納簿 現金出納簿（平成29年度） 新潟学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 新潟学習センター 新潟学習センター事務長 廃棄
2018 新潟学習センター 会計 現金出納簿 現金出納簿（平成30年度） 新潟学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 新潟学習センター 新潟学習センター事務長 廃棄
2019 新潟学習センター 会計 現金出納簿 現金出納簿（令和元年度） 新潟学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 新潟学習センター 新潟学習センター事務長 廃棄
2010 新潟学習センター 会計 現金払込・仕訳 現金払込・仕訳（平成22年度） 新潟学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 新潟学習センター 新潟学習センター事務長 廃棄
2011 新潟学習センター 会計 現金払込・仕訳 現金払込・仕訳（平成23年度） 新潟学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 新潟学習センター 新潟学習センター事務長 廃棄
2012 新潟学習センター 会計 現金払込・仕訳 現金払込・仕訳（平成24年度） 新潟学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 新潟学習センター 新潟学習センター事務長 廃棄
2013 新潟学習センター 会計 現金払込・仕訳 現金払込・仕訳（平成25年度） 新潟学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 新潟学習センター 新潟学習センター事務長 廃棄
2014 新潟学習センター 会計 現金払込・仕訳 現金払込・仕訳（平成26年度） 新潟学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 新潟学習センター 新潟学習センター事務長 廃棄
2015 新潟学習センター 会計 現金払込・仕訳 現金払込・仕訳（平成27年度） 新潟学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 新潟学習センター 新潟学習センター事務長 廃棄
2016 新潟学習センター 会計 現金払込・仕訳 現金払込・仕訳（平成28年度） 新潟学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 新潟学習センター 新潟学習センター事務長 廃棄
2017 新潟学習センター 会計 現金払込・仕訳 現金払込・仕訳（平成29年度） 新潟学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 新潟学習センター 新潟学習センター事務長 廃棄
2018 新潟学習センター 会計 現金払込・仕訳 現金払込・仕訳（平成30年度） 新潟学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 新潟学習センター 新潟学習センター事務長 廃棄
2019 新潟学習センター 会計 現金払込・仕訳 現金払込・仕訳（令和元年度） 新潟学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 新潟学習センター 新潟学習センター事務長 廃棄
2010 新潟学習センター 会計 郵便料金受取人払（後納）承認関係 郵便料金受取人払（後納）承認関係（平成22年度） 新潟学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 新潟学習センター 新潟学習センター事務長 廃棄
2011 新潟学習センター 会計 郵便料金受取人払（後納）承認関係 郵便料金受取人払（後納）承認関係（平成23年度） 新潟学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 新潟学習センター 新潟学習センター事務長 廃棄
2012 新潟学習センター 会計 郵便料金受取人払（後納）承認関係 郵便料金受取人払（後納）承認関係（平成24年度） 新潟学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 新潟学習センター 新潟学習センター事務長 廃棄
2013 新潟学習センター 会計 郵便料金受取人払（後納）承認関係 郵便料金受取人払（後納）承認関係（平成25年度） 新潟学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 新潟学習センター 新潟学習センター事務長 廃棄
2014 新潟学習センター 会計 郵便料金受取人払（後納）承認関係 郵便料金受取人払（後納）承認関係（平成26年度） 新潟学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 新潟学習センター 新潟学習センター事務長 廃棄
2015 新潟学習センター 会計 郵便料金受取人払（後納）承認関係 郵便料金受取人払（後納）承認関係（平成27年度） 新潟学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 新潟学習センター 新潟学習センター事務長 廃棄
2016 新潟学習センター 会計 郵便料金受取人払（後納）承認関係 郵便料金受取人払（後納）承認関係（平成28年度） 新潟学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 新潟学習センター 新潟学習センター事務長 廃棄
2017 新潟学習センター 会計 郵便料金受取人払（後納）承認関係 郵便料金受取人払（後納）承認関係（平成29年度） 新潟学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 新潟学習センター 新潟学習センター事務長 廃棄
2018 新潟学習センター 会計 郵便料金受取人払（後納）承認関係 郵便料金受取人払（後納）承認関係（平成30年度） 新潟学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 新潟学習センター 新潟学習センター事務長 廃棄
2019 新潟学習センター 会計 郵便料金受取人払（後納）承認関係 郵便料金受取人払（後納）承認関係（令和元年度） 新潟学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 新潟学習センター 新潟学習センター事務長 廃棄
2010 新潟学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等受払簿（平成22年度） 新潟学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 新潟学習センター 新潟学習センター事務長 廃棄
2011 新潟学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等受払簿（平成23年度） 新潟学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 新潟学習センター 新潟学習センター事務長 廃棄
2012 新潟学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等受払簿（平成24年度） 新潟学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 新潟学習センター 新潟学習センター事務長 廃棄
2013 新潟学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等受払簿（平成25年度） 新潟学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 新潟学習センター 新潟学習センター事務長 廃棄
2014 新潟学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等受払簿（平成26年度） 新潟学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 新潟学習センター 新潟学習センター事務長 廃棄
2015 新潟学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等受払簿（平成27年度） 新潟学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 新潟学習センター 新潟学習センター事務長 廃棄
2016 新潟学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等受払簿（平成28年度） 新潟学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 新潟学習センター 新潟学習センター事務長 廃棄
2017 新潟学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等受払簿（平成29年度） 新潟学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 新潟学習センター 新潟学習センター事務長 廃棄
2018 新潟学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等受払簿（平成30年度） 新潟学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 新潟学習センター 新潟学習センター事務長 廃棄
2019 新潟学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等受払簿（令和元年度） 新潟学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 新潟学習センター 新潟学習センター事務長 廃棄
2010 新潟学習センター 会計 料金後納郵便物差出票 料金後納郵便物差出票（平成22年度） 新潟学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 新潟学習センター 新潟学習センター事務長 廃棄
2011 新潟学習センター 会計 料金後納郵便物差出票 料金後納郵便物差出票（平成23年度） 新潟学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 新潟学習センター 新潟学習センター事務長 廃棄
2012 新潟学習センター 会計 料金後納郵便物差出票 料金後納郵便物差出票（平成24年度） 新潟学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 新潟学習センター 新潟学習センター事務長 廃棄
2013 新潟学習センター 会計 料金後納郵便物差出票 料金後納郵便物差出票（平成25年度） 新潟学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 新潟学習センター 新潟学習センター事務長 廃棄
2014 新潟学習センター 会計 料金後納郵便物差出票 料金後納郵便物差出票（平成26年度） 新潟学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 新潟学習センター 新潟学習センター事務長 廃棄
2015 新潟学習センター 会計 料金後納郵便物差出票 料金後納郵便物差出票（平成27年度） 新潟学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 新潟学習センター 新潟学習センター事務長 廃棄
2016 新潟学習センター 会計 料金後納郵便物差出票 料金後納郵便物差出票（平成28年度） 新潟学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 新潟学習センター 新潟学習センター事務長 廃棄
2017 新潟学習センター 会計 料金後納郵便物差出票 料金後納郵便物差出票（平成29年度） 新潟学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 新潟学習センター 新潟学習センター事務長 廃棄
2018 新潟学習センター 会計 料金後納郵便物差出票 料金後納郵便物差出票（平成30年度） 新潟学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 新潟学習センター 新潟学習センター事務長 廃棄
2019 新潟学習センター 会計 料金後納郵便物差出票 料金後納郵便物差出票（令和元年度） 新潟学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 新潟学習センター 新潟学習センター事務長 廃棄
2010 新潟学習センター 会計 経理関係 経理関係（平成22年度） 新潟学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 新潟学習センター 新潟学習センター事務長 廃棄
2011 新潟学習センター 会計 経理関係 経理関係（平成23年度） 新潟学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 新潟学習センター 新潟学習センター事務長 廃棄
2012 新潟学習センター 会計 経理関係 経理関係（平成24年度） 新潟学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 新潟学習センター 新潟学習センター事務長 廃棄
2013 新潟学習センター 会計 経理関係 経理関係（平成25年度） 新潟学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 新潟学習センター 新潟学習センター事務長 廃棄
2014 新潟学習センター 会計 経理関係 経理関係（平成26年度） 新潟学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 新潟学習センター 新潟学習センター事務長 廃棄
2015 新潟学習センター 会計 経理関係 経理関係（平成27年度） 新潟学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 新潟学習センター 新潟学習センター事務長 廃棄
2016 新潟学習センター 会計 経理関係 経理関係（平成28年度） 新潟学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 新潟学習センター 新潟学習センター事務長 廃棄
2017 新潟学習センター 会計 経理関係 経理関係（平成29年度） 新潟学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 新潟学習センター 新潟学習センター事務長 廃棄
2018 新潟学習センター 会計 経理関係 経理関係（平成30年度） 新潟学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 新潟学習センター 新潟学習センター事務長 廃棄
2019 新潟学習センター 会計 経理関係 経理関係（令和元年度） 新潟学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 新潟学習センター 新潟学習センター事務長 廃棄
2010 新潟学習センター 会計 契約関係 契約関係（平成22年度） 新潟学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 新潟学習センター 新潟学習センター事務長 廃棄
2011 新潟学習センター 会計 契約関係 契約関係（平成23年度） 新潟学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 新潟学習センター 新潟学習センター事務長 廃棄
2012 新潟学習センター 会計 契約関係 契約関係（平成24年度） 新潟学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 新潟学習センター 新潟学習センター事務長 廃棄
2013 新潟学習センター 会計 契約関係 契約関係（平成25年度） 新潟学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 新潟学習センター 新潟学習センター事務長 廃棄
2014 新潟学習センター 会計 契約関係 契約関係（平成26年度） 新潟学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 新潟学習センター 新潟学習センター事務長 廃棄
2015 新潟学習センター 会計 契約関係 契約関係（平成27年度） 新潟学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 新潟学習センター 新潟学習センター事務長 廃棄
2016 新潟学習センター 会計 契約関係 契約関係（平成28年度） 新潟学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 新潟学習センター 新潟学習センター事務長 廃棄
2017 新潟学習センター 会計 契約関係 契約関係（平成29年度） 新潟学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 新潟学習センター 新潟学習センター事務長 廃棄
2018 新潟学習センター 会計 契約関係 契約関係（平成30年度） 新潟学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 新潟学習センター 新潟学習センター事務長 廃棄
2019 新潟学習センター 会計 契約関係 契約関係（令和元年度） 新潟学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 新潟学習センター 新潟学習センター事務長 廃棄
2012 新潟学習センター 会計 入金実績リスト 入金実績リスト（平成24年度） 新潟学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 新潟学習センター 新潟学習センター事務長 廃棄
2013 新潟学習センター 会計 入金実績リスト 入金実績リスト（平成25年度） 新潟学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 新潟学習センター 新潟学習センター事務長 廃棄
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保存期間満了
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保存期間満了時の

措置結果
2014 新潟学習センター 会計 入金実績リスト 入金実績リスト（平成26年度） 新潟学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 新潟学習センター 新潟学習センター事務長 廃棄
2015 新潟学習センター 会計 入金実績リスト 入金実績リスト（平成27年度） 新潟学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 新潟学習センター 新潟学習センター事務長 廃棄
2016 新潟学習センター 会計 入金実績リスト 入金実績リスト（平成28年度） 新潟学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 新潟学習センター 新潟学習センター事務長 廃棄
2017 新潟学習センター 会計 入金実績リスト 入金実績リスト（平成29年度） 新潟学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 新潟学習センター 新潟学習センター事務長 廃棄
2018 新潟学習センター 会計 入金実績リスト 入金実績リスト（平成30年度） 新潟学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 新潟学習センター 新潟学習センター事務長 廃棄
2019 新潟学習センター 会計 入金実績リスト 入金実績リスト（令和元年度） 新潟学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 新潟学習センター 新潟学習センター事務長 廃棄
2012 富山学習センター 広報 学習センター発行物（保存用） 平成24年度機関誌「たんぽぽ」 富山学習センター事務長 2013/4/1 無期限 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2013 富山学習センター 広報 学習センター発行物（保存用） 平成25年度機関誌「たんぽぽ」 富山学習センター事務長 2014/4/1 無期限 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2014 富山学習センター 広報 学習センター発行物（保存用） 平成26年度機関誌「たんぽぽ」 富山学習センター事務長 2015/4/1 無期限 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2015 富山学習センター 広報 学習センター発行物（保存用） 平成27年度機関誌「たんぽぽ」 富山学習センター事務長 2016/4/1 無期限 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2016 富山学習センター 広報 学習センター発行物（保存用） 平成28年度機関誌「たんぽぽ」 富山学習センター事務長 2017/4/1 無期限 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2017 富山学習センター 広報 学習センター発行物（保存用） 平成29年度機関誌「たんぽぽ」 富山学習センター事務長 2018/4/1 無期限 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2018 富山学習センター 広報 学習センター発行物（保存用） 平成30年度機関誌「たんぽぽ」 富山学習センター事務長 2019/4/1 無期限 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2019 富山学習センター 広報 学習センター発行物（保存用） 令和元年度機関誌「たんぽぽ」 富山学習センター事務長 2020/4/1 無期限 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2014 富山学習センター 広報 学習センター発行物（保存用） 平成26年度学習センター利用の手引き 富山学習センター事務長 2015/4/1 無期限 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2015 富山学習センター 広報 学習センター発行物（保存用） 平成27年度学習センター利用の手引き 富山学習センター事務長 2016/4/1 無期限 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2016 富山学習センター 広報 学習センター発行物（保存用） 平成28年度学習センター利用の手引き 富山学習センター事務長 2017/4/1 無期限 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2017 富山学習センター 広報 学習センター発行物（保存用） 平成29年度学習センター利用の手引き 富山学習センター事務長 2018/4/1 無期限 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2018 富山学習センター 広報 学習センター発行物（保存用） 平成30年度学習センター利用の手引き 富山学習センター事務長 2019/4/1 無期限 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2019 富山学習センター 広報 学習センター発行物（保存用） 令和元年度学習センター利用の手引き 富山学習センター事務長 2020/4/1 無期限 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2010 富山学習センター 式典 学位記授与式・入学者の集い 平成22年度入学者の集い 富山学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2011 富山学習センター 式典 学位記授与式・入学者の集い 平成23年度入学者の集い 富山学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2012 富山学習センター 式典 学位記授与式・入学者の集い 平成24年度入学者の集い 富山学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2013 富山学習センター 式典 学位記授与式・入学者の集い 平成25年度入学者の集い 富山学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2010 富山学習センター 式典 学位記授与式・入学者の集い 平成22年度卒業証書・学位記授与式 富山学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2011 富山学習センター 式典 学位記授与式・入学者の集い 平成23年度卒業証書・学位記授与式 富山学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2012 富山学習センター 式典 学位記授与式・入学者の集い 平成24年度卒業証書・学位記授与式 富山学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2013 富山学習センター 式典 学位記授与式・入学者の集い 平成25年度卒業証書・学位記授与式 富山学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2014 富山学習センター 式典 学位記授与式・入学者の集い 平成26年度学位記授与式、入学者の集い 富山学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2015 富山学習センター 式典 学位記授与式・入学者の集い 平成27年度学位記授与式、入学者の集い 富山学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2016 富山学習センター 式典 学位記授与式・入学者の集い 平成28年度 学位記授与式・入学者の集い 富山学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2017 富山学習センター 式典 学位記授与式・入学者の集い 平成29年度 学位記授与式・入学者の集い 富山学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2018 富山学習センター 式典 学位記授与式・入学者の集い 平成30年度 学位記授与式・入学者の集い 富山学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2019 富山学習センター 式典 学位記授与式・入学者の集い 令和元年度 学位記授与式・入学者の集い 富山学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2014 富山学習センター 管理運営 監事監査関係 平成26年度監事監査関係 富山学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2018 富山学習センター 管理運営 監事監査関係 平成30年度監事監査関係 富山学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2014 富山学習センター 人事 職員記録文書 平成26年度職員記録文書 富山学習センター事務長 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2015 富山学習センター 人事 職員記録文書 平成27年度職員記録文書 富山学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2016 富山学習センター 人事 職員記録文書 平成28年度職員記録文書 富山学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2017 富山学習センター 人事 職員記録文書 平成29年度職員記録文書 富山学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2018 富山学習センター 人事 職員記録文書 平成30年度職員記録文書 富山学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2019 富山学習センター 人事 職員記録文書 令和元年度職員記録文書 富山学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2015 富山学習センター 人事 客員・非常勤講師関係 平成27年度客員教員関係 富山学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2016 富山学習センター 人事 客員・非常勤講師関係 平成28年度客員教員関係 富山学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2017 富山学習センター 人事 客員・非常勤講師関係 平成29年度客員教員関係 富山学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2018 富山学習センター 人事 客員・非常勤講師関係 平成30年度客員教員関係 富山学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2019 富山学習センター 人事 客員・非常勤講師関係 令和元年度客員教員関係 富山学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2017 富山学習センター 諸会議 ブロック会議等 平成29年度ブロック会議等 富山学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2018 富山学習センター 諸会議 ブロック会議等 平成30年度ブロック会議等 富山学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2019 富山学習センター 諸会議 ブロック会議等 令和元年度ブロック会議等 富山学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2017 富山学習センター 諸会議 客員教授会 平成29年度客員教授会 富山学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2018 富山学習センター 諸会議 客員教授会 平成30年度客員教授会 富山学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2019 富山学習センター 諸会議 客員教授会 令和元年度客員教授会 富山学習センター事務長 2020/4/1 3年 2022/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2015 富山学習センター 広報 ホームページ関係 平成27年度ホームページ関係 富山学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2016 富山学習センター 広報 ホームページ関係 平成28年度ホームページ関係 富山学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2017 富山学習センター 広報 ホームページ関係 平成29年度ホームページ関係 富山学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2018 富山学習センター 広報 ホームページ関係 平成30年度ホームページ関係 富山学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2019 富山学習センター 広報 ホームページ関係 令和元年度ホームページ関係 富山学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2015 富山学習センター 広報 オープンセミナー 平成27年度オープンセミナー 富山学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2016 富山学習センター 広報 オープンセミナー 平成28年度オーブンセミナー 富山学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2017 富山学習センター 広報 オープンセミナー 平成29年度オーブンセミナー 富山学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2018 富山学習センター 広報 オープンセミナー 平成30年度オーブンセミナー 富山学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2019 富山学習センター 広報 オープンセミナー 令和元年度オーブンセミナー 富山学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2015 富山学習センター 広報 広報関係 平成27年度広報関係 富山学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2016 富山学習センター 広報 広報関係 平成28年度広報関係 富山学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2017 富山学習センター 広報 広報関係 平成29年度広報関係 富山学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2018 富山学習センター 広報 広報関係 平成30年度広報関係 富山学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2019 富山学習センター 広報 広報関係 令和元年度広報関係 富山学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2015 富山学習センター 庶務 公印使用簿 平成27年度公印使用記録簿 富山学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
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措置結果
2016 富山学習センター 庶務 公印使用簿 平成28年度公印使用記録簿 富山学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2017 富山学習センター 庶務 公印使用簿 平成29年度公印使用記録簿 富山学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2018 富山学習センター 庶務 公印使用簿 平成30年度公印使用記録簿 富山学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2019 富山学習センター 庶務 公印使用簿 令和元年度公印使用記録簿 富山学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2015 富山学習センター 庶務 文書処理簿 平成27年度文書処理簿 富山学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2016 富山学習センター 庶務 文書処理簿 平成28年度文書処理簿 富山学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2017 富山学習センター 庶務 文書処理簿 平成29年度文書処理簿 富山学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2018 富山学習センター 庶務 文書処理簿 平成30年度文書処理簿 富山学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2019 富山学習センター 庶務 文書処理簿 令和元年度文書処理簿 富山学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2010 富山学習センター 庶務 旅費・外勤関係 平成22年度旅行命令簿 富山学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2011 富山学習センター 庶務 旅費・外勤関係 平成23年度旅行命令簿 富山学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2012 富山学習センター 庶務 旅費・外勤関係 平成24年度旅行命令簿 富山学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2013 富山学習センター 庶務 旅費・外勤関係 平成25年度旅行命令簿 富山学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2010 富山学習センター 庶務 旅費・外勤関係 平成22年度出張復命書 富山学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2011 富山学習センター 庶務 旅費・外勤関係 平成23年度出張復命書 富山学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2012 富山学習センター 庶務 旅費・外勤関係 平成24年度出張復命書 富山学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2013 富山学習センター 庶務 旅費・外勤関係 平成25年度出張復命書 富山学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2014 富山学習センター 庶務 旅費・外勤関係 平成26年度出張命令復命書 富山学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2015 富山学習センター 庶務 旅費・外勤関係 平成27年度出張命令復命書 富山学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2016 富山学習センター 庶務 旅費・外勤関係 平成28年度出張命令復命書 富山学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2017 富山学習センター 庶務 旅費・外勤関係 平成29年度出張命令復命書 富山学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2018 富山学習センター 庶務 旅費・外勤関係 平成30年度出張命令復命書 富山学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2019 富山学習センター 庶務 旅費・外勤関係 令和元年度出張命令復命書 富山学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2014 富山学習センター 庶務 自家用車・レンタカー業務使用許可申請書 平成26年度自家用車業務使用許可申請・報告書、レンタカー業務使用許可申請書 富山学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2015 富山学習センター 庶務 自家用車・レンタカー業務使用許可申請書 平成27年度自家用車業務使用許可申請・報告書、レンタカー業務使用許可申請書 富山学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2016 富山学習センター 庶務 自家用車・レンタカー業務使用許可申請書 平成28年度自家用車業務使用許可申請・報告書・レンタカー業務使用許可申請書 富山学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2017 富山学習センター 庶務 自家用車・レンタカー業務使用許可申請書 平成29年度自家用車業務使用許可申請・報告書・レンタカー業務使用許可申請書 富山学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2018 富山学習センター 庶務 自家用車・レンタカー業務使用許可申請書 平成30年度自家用車業務使用許可申請・報告書・レンタカー業務使用許可申請書 富山学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2019 富山学習センター 庶務 自家用車・レンタカー業務使用許可申請書 令和元年度自家用車業務使用許可申請・報告書・レンタカー業務使用許可申請書 富山学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2010 富山学習センター 庶務 物品供用簿 平成22年度物品供用簿 富山学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2011 富山学習センター 庶務 物品供用簿 平成23年度物品供用簿 富山学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2012 富山学習センター 庶務 物品供用簿 平成24年度物品供用簿 富山学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2013 富山学習センター 庶務 物品供用簿 平成25年度物品供用簿 富山学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2014 富山学習センター 庶務 法人文書ファイル管理簿等 平成26年度法人文書ファイル管理簿等 富山学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2015 富山学習センター 庶務 法人文書ファイル管理簿等 平成27年度法人文書ファイル管理簿等 富山学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2016 富山学習センター 庶務 法人文書ファイル管理簿等 平成28年度法人文書ファイル管理簿等 富山学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2017 富山学習センター 庶務 法人文書ファイル管理簿等 平成29年度法人文書ファイル管理簿等 富山学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2018 富山学習センター 庶務 法人文書ファイル管理簿等 平成30年度法人文書ファイル管理簿等 富山学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2019 富山学習センター 庶務 法人文書ファイル管理簿等 令和元年度法人文書ファイル管理簿等 富山学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2010 富山学習センター 職員 諸手当関係 平成22年度諸手当届出書 富山学習センター事務長 2011/4/1 3年（支給喪失から） 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2011 富山学習センター 職員 諸手当関係 平成23年度諸手当届出書 富山学習センター事務長 2012/4/1 3年（支給喪失から） 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2012 富山学習センター 職員 諸手当関係 平成24年度諸手当届出書 富山学習センター事務長 2013/4/1 3年（支給喪失から） 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2013 富山学習センター 職員 諸手当関係 平成25年度諸手当届出書 富山学習センター事務長 2014/4/1 3年（支給喪失から） 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2014 富山学習センター 職員 諸手当関係 平成26年度諸手当関係 富山学習センター事務長 2015/4/1 3年（支給喪失から） 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2015 富山学習センター 職員 諸手当関係 平成27年度諸手当関係 富山学習センター事務長 2016/4/1 3年（支給喪失から） 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2016 富山学習センター 職員 諸手当関係 平成28年度諸手当関係 富山学習センター事務長 2017/4/1 3年（支給喪失から） 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2017 富山学習センター 職員 諸手当関係 平成29年度諸手当関係 富山学習センター事務長 2018/4/1 3年（支給喪失から） 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2018 富山学習センター 職員 諸手当関係 平成30年度諸手当関係 富山学習センター事務長 2019/4/1 3年（支給喪失から） 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2019 富山学習センター 職員 諸手当関係 令和元年度諸手当関係 富山学習センター事務長 2020/4/1 3年（支給喪失から） 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2017 富山学習センター 職員 出勤簿 平成29年度出勤簿 富山学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2018 富山学習センター 職員 出勤簿 平成30年度出勤簿 富山学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2019 富山学習センター 職員 出勤簿 令和元年度出勤簿 富山学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2017 富山学習センター 職員 休暇簿 平成29年度休暇簿 富山学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2018 富山学習センター 職員 休暇簿 平成30年度休暇簿 富山学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2019 富山学習センター 職員 休暇簿 令和元年度休暇簿 富山学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2017 富山学習センター 職員 勤務時間管理 平成29年度勤務時間報告書等 富山学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2018 富山学習センター 職員 勤務時間管理 平成30年度勤務時間報告書等 富山学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2019 富山学習センター 職員 勤務時間管理 令和元年度勤務時間報告書等 富山学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2015 富山学習センター 職員 定期健康診断、人間ドック関係 平成27年度定期健康診断、人間ドック関係 富山学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2016 富山学習センター 職員 定期健康診断、人間ドック関係 平成28年度定期健康診断、人間ドック関係 富山学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2017 富山学習センター 職員 定期健康診断、人間ドック関係 平成29年度定期健康診断、人間ドック関係 富山学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2018 富山学習センター 職員 定期健康診断、人間ドック関係 平成30年度定期健康診断、人間ドック関係 富山学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2019 富山学習センター 職員 定期健康診断、人間ドック関係 令和元年度定期健康診断、人間ドック関係 富山学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2017 富山学習センター 職員 兼業関係 平成29年度兼業関係（所長） 富山学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2018 富山学習センター 職員 兼業関係 平成30年度兼業関係（所長） 富山学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2019 富山学習センター 職員 兼業関係 令和元年度兼業関係（所長） 富山学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2015 富山学習センター 面接授業 面接授業 平成27年度面接授業 富山学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2016 富山学習センター 面接授業 面接授業 平成28年度面接授業 富山学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2017 富山学習センター 面接授業 面接授業 平成29年度面接授業 富山学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
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2018 富山学習センター 面接授業 面接授業 平成30年度面接授業 富山学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2019 富山学習センター 面接授業 面接授業 令和元年度面接授業 富山学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2015 富山学習センター 教務関係 教員免許等講習関係 平成27年度教員免許講習関係 富山学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2016 富山学習センター 教務関係 教員免許等講習関係 平成28年度教員免許講習関係 富山学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2017 富山学習センター 教務関係 教員免許等講習関係 平成29年度教員免許講習関係 富山学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2018 富山学習センター 教務関係 教員免許等講習関係 平成30年度教員免許講習関係 富山学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2019 富山学習センター 教務関係 教員免許等講習関係 令和元年度教員免許講習関係 富山学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2015 富山学習センター 教務関係 卒業研究関係 平成27年度卒業研究関係 富山学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2016 富山学習センター 教務関係 卒業研究関係 平成28年度卒業研究関係 富山学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2017 富山学習センター 教務関係 卒業研究関係 平成29年度卒業研究関係 富山学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2018 富山学習センター 教務関係 卒業研究関係 平成30年度卒業研究関係 富山学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2019 富山学習センター 教務関係 卒業研究関係 令和元年度卒業研究関係 富山学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2015 富山学習センター 教務関係 フレンドリーアドバイス関係 平成27年度フレンドリーアドバイス関係 富山学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2016 富山学習センター 教務関係 フレンドリーアドバイス関係 平成28年度フレンドリーアドバイス関係 富山学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2017 富山学習センター 教務関係 フレンドリーアドバイス関係 平成29年度フレンドリーアドバイス関係 富山学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2018 富山学習センター 教務関係 フレンドリーアドバイス関係 平成30年度フレンドリーアドバイス関係 富山学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2019 富山学習センター 教務関係 フレンドリーアドバイス関係 令和元年度フレンドリーアドバイス関係 富山学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2015 富山学習センター 学生関係 住所等変更届 平成27年度住所変更届 富山学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2016 富山学習センター 学生関係 住所等変更届 平成28年度住所変更届 富山学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2017 富山学習センター 学生関係 住所等変更届 平成29年度住所変更届 富山学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2018 富山学習センター 学生関係 住所等変更届 平成30年度住所変更届 富山学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2019 富山学習センター 学生関係 住所等変更届 令和元年度住所変更届 富山学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2010 富山学習センター 学生関係 学生教育研究災害傷害保険 平成22年度学生教育研究災害傷害保険 富山学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2011 富山学習センター 学生関係 学生教育研究災害傷害保険 平成23年度学生教育研究災害傷害保険 富山学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2012 富山学習センター 学生関係 学生教育研究災害傷害保険 平成24年度学生教育研究災害傷害保険 富山学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2013 富山学習センター 学生関係 学生教育研究災害傷害保険 平成25年度学生教育研究災害傷害保険 富山学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2014 富山学習センター 学生関係 学生教育研究災害傷害保険 平成26年度学生教育研究災害傷害保険 富山学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2015 富山学習センター 学生関係 学生教育研究災害傷害保険 平成27年度学生教育研究災害傷害保険 富山学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2016 富山学習センター 学生関係 学生教育研究災害傷害保険 平成28年度学生教育研究災害障害保険 富山学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2017 富山学習センター 学生関係 学生教育研究災害傷害保険 平成29年度学生教育研究災害障害保険 富山学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2018 富山学習センター 学生関係 学生教育研究災害傷害保険 平成30年度学生教育研究災害障害保険 富山学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2019 富山学習センター 学生関係 学生教育研究災害傷害保険 令和元年度学生教育研究災害障害保険 富山学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2015 富山学習センター 学生関係 学生団体・同窓会関係 平成27年度学生団体、富山学窓会関係 富山学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2016 富山学習センター 学生関係 学生団体・同窓会関係 平成28年度学生団体・富山学窓会関係 富山学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2017 富山学習センター 学生関係 学生団体・同窓会関係 平成29年度学生団体・富山学窓会関係 富山学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2018 富山学習センター 学生関係 学生団体・同窓会関係 平成30年度学生団体・富山学窓会関係 富山学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2019 富山学習センター 学生関係 学生団体・同窓会関係 令和元年度学生団体・富山学窓会関係 富山学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2015 富山学習センター 学生関係 学生研修旅行 平成27年度学生研修旅行 富山学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2016 富山学習センター 学生関係 学生研修旅行 平成28年度学生研修旅行 富山学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2017 富山学習センター 学生関係 学生研修旅行 平成29年度学生研修旅行 富山学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2018 富山学習センター 学生関係 学生研修旅行 平成30年度学生研修旅行 富山学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2019 富山学習センター 学生関係 学生研修旅行 令和元年度学生研修旅行 富山学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2015 富山学習センター 学生関係 奨学金関係 平成27年度奨学金関係 富山学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2016 富山学習センター 学生関係 奨学金関係 平成28年度奨学金関係 富山学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2017 富山学習センター 学生関係 奨学金関係 平成29年度奨学金関係 富山学習センター事務長 2018/4/1 5年 2024/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2018 富山学習センター 学生関係 奨学金関係 平成30年度奨学金関係 富山学習センター事務長 2019/4/1 5年 2025/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2019 富山学習センター 学生関係 奨学金関係 令和元年度奨学金関係 富山学習センター事務長 2020/4/1 5年 2026/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2015 富山学習センター 学生関係 学生名簿 平成27年度学生名簿 富山学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2016 富山学習センター 学生関係 学生名簿 平成28年度学生名簿 富山学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2017 富山学習センター 学生関係 学生名簿 平成29年度学生名簿 富山学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2018 富山学習センター 学生関係 学生名簿 平成30年度学生名簿 富山学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2019 富山学習センター 学生関係 学生名簿 平成30年度学生名簿 富山学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2014 富山学習センター 証明書 各種証明書・交付願 平成26年度証明書交付願（大学院） 富山学習センター事務長 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2014 富山学習センター 証明書 各種証明書・交付願 平成26年度証明書交付願　教員他（教養学部） 富山学習センター事務長 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2014 富山学習センター 証明書 各種証明書・交付願 平成26年度証明書交付願　教員他（大学院） 富山学習センター事務長 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2014 富山学習センター 証明書 各種証明書・交付願 平成26年度証明書発行台帳（教養学部） 富山学習センター事務長 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2014 富山学習センター 証明書 各種証明書・交付願 平成26年度証明書発行台帳（大学院） 富山学習センター事務長 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2015 富山学習センター 証明書 各種証明書・交付願 平成27年度各種証明書・交付願（台帳含む） 富山学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2016 富山学習センター 証明書 各種証明書・交付願 平成28年度各種証明書・交付願（台帳含む） 富山学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2017 富山学習センター 証明書 各種証明書・交付願 平成29年度各種証明書・交付願（台帳含む） 富山学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2018 富山学習センター 証明書 各種証明書・交付願 平成30年度各種証明書・交付願（台帳含む） 富山学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2019 富山学習センター 証明書 各種証明書・交付願 令和元年度各種証明書・交付願（台帳含む） 富山学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2017 富山学習センター 証明書 学割関係 平成29年度学割関係 富山学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2018 富山学習センター 証明書 学割関係 平成30年度学割関係 富山学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2019 富山学習センター 証明書 学割関係 令和元年度学割関係 富山学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2015 富山学習センター 入試 大学院入学試験 平成27年度大学院入学試験 富山学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2016 富山学習センター 入試 大学院入学試験 平成28年度大学院入学試験 富山学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2017 富山学習センター 入試 大学院入学試験 平成29年度大学院入学試験 富山学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2018 富山学習センター 入試 大学院入学試験 平成30年度大学院入学試験 富山学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
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2019 富山学習センター 入試 大学院入学試験 令和元年度大学院入学試験 富山学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2015 富山学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験 平成27年度単位認定試験 富山学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2016 富山学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験 平成28年度単位認定試験 富山学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2017 富山学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験 平成29年度単位認定試験 富山学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2018 富山学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験 平成30年度単位認定試験 富山学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2019 富山学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験 令和元年度単位認定試験 富山学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2017 富山学習センター 図書・視聴 図書室等利用統計 平成29年度図書室等利用統計 富山学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2018 富山学習センター 図書・視聴 図書室等利用統計 平成30年度図書室等利用統計 富山学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2019 富山学習センター 図書・視聴 図書室等利用統計 令和元年度図書室等利用統計 富山学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2017 富山学習センター 図書・視聴 文献複写申込書 平成29年度文献複写申込書 富山学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2018 富山学習センター 図書・視聴 文献複写申込書 平成30年度文献複写申込書 富山学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2019 富山学習センター 図書・視聴 文献複写申込書 令和元年度文献複写申込書 富山学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2010 富山学習センター 会計 物品取得及び修繕（役務）請求書 平成22年度物品取得及び修繕（役務）請求書 富山学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2011 富山学習センター 会計 物品取得及び修繕（役務）請求書 平成23年度物品取得及び修繕（役務）請求書 富山学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2012 富山学習センター 会計 物品取得及び修繕（役務）請求書 平成24年度物品取得及び修繕（役務）請求書 富山学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2013 富山学習センター 会計 物品取得及び修繕（役務）請求書 平成25年度物品取得及び修繕（役務）請求書 富山学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2010 富山学習センター 会計 郵便切手等受払簿 平成22年度郵便切手等受払簿 富山学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2011 富山学習センター 会計 郵便切手等受払簿 平成23年度郵便切手等受払簿 富山学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2012 富山学習センター 会計 郵便切手等受払簿 平成24年度郵便切手等受払簿 富山学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2013 富山学習センター 会計 郵便切手等受払簿 平成25年度郵便切手等受払簿 富山学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2014 富山学習センター 会計 郵便切手等受払簿 平成26年度郵便切手等受払簿 富山学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2015 富山学習センター 会計 郵便切手等受払簿 平成27年度郵便切手等受払簿 富山学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2016 富山学習センター 会計 郵便切手等受払簿 平成28年度郵便切手等受払簿 富山学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2017 富山学習センター 会計 郵便切手等受払簿 平成29年度郵便切手等受払簿 富山学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2018 富山学習センター 会計 郵便切手等受払簿 平成30年度郵便切手等受払簿 富山学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2019 富山学習センター 会計 郵便切手等受払簿 令和元年度郵便切手等受払簿 富山学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2010 富山学習センター 会計 料金後納郵便物差出票 平成22年度料金後納郵便物差出票 富山学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2011 富山学習センター 会計 料金後納郵便物差出票 平成23年度料金後納郵便物差出票 富山学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2012 富山学習センター 会計 料金後納郵便物差出票 平成24年度料金後納郵便物差出票 富山学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2013 富山学習センター 会計 料金後納郵便物差出票 平成25年度料金後納郵便物差出票 富山学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2014 富山学習センター 会計 料金後納郵便物差出票 平成26年度料金後納郵便物差出票 富山学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2015 富山学習センター 会計 料金後納郵便物差出票 平成27年度料金後納郵便物差出票 富山学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2016 富山学習センター 会計 料金後納郵便物差出票 平成28年度料金後納郵便物差出票 富山学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2017 富山学習センター 会計 料金後納郵便物差出票 平成29年度料金後納郵便物差出票 富山学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2018 富山学習センター 会計 料金後納郵便物差出票 平成30年度料金後納郵便物差出票 富山学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2019 富山学習センター 会計 料金後納郵便物差出票 令和元年度料金後納郵便物差出票 富山学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2010 富山学習センター 会計 予算関係 平成22年度予算示達書 富山学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2011 富山学習センター 会計 予算関係 平成23年度予算示達書 富山学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2012 富山学習センター 会計 予算関係 平成24年度予算示達書 富山学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2013 富山学習センター 会計 予算関係 平成25年度予算示達書 富山学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2010 富山学習センター 会計 予算関係 平成22年度予算執行計画書 富山学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2011 富山学習センター 会計 予算関係 平成23年度予算執行計画書 富山学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2012 富山学習センター 会計 予算関係 平成24年度予算執行計画書 富山学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2013 富山学習センター 会計 予算関係 平成25年度予算執行計画書 富山学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2014 富山学習センター 会計 予算関係 平成26年度予算関係 富山学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2015 富山学習センター 会計 予算関係 平成27年度予算関係 富山学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2016 富山学習センター 会計 予算関係 平成28年度予算関係 富山学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2017 富山学習センター 会計 予算関係 平成29年度予算関係 富山学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2018 富山学習センター 会計 予算関係 平成30年度予算関係 富山学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2019 富山学習センター 会計 予算関係 令和元年度予算関係 富山学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2010 富山学習センター 会計 契約関係 平成22年度（年間）購入（契約）伺い 富山学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2011 富山学習センター 会計 契約関係 平成23年度（年間）購入（契約）伺い 富山学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2012 富山学習センター 会計 契約関係 平成24年度（年間）購入（契約）伺い 富山学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2013 富山学習センター 会計 契約関係 平成25年度（年間）購入（契約）伺い 富山学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2014 富山学習センター 会計 契約関係 平成26年度清掃業務契約書 富山学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2015 富山学習センター 会計 契約関係 平成27年度清掃業務契約書 富山学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2016 富山学習センター 会計 契約関係 平成28年度清掃業務契約書 富山学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2017 富山学習センター 会計 契約関係 平成29年度清掃業務契約書 富山学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2018 富山学習センター 会計 契約関係 平成30年度清掃業務契約書 富山学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2019 富山学習センター 会計 契約関係 令和元年度清掃業務契約書 富山学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2010 富山学習センター 会計 支払伝票 平成22年度支払伝票 富山学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2011 富山学習センター 会計 支払伝票 平成23年度支払伝票 富山学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2012 富山学習センター 会計 支払伝票 平成24年度支払伝票 富山学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2013 富山学習センター 会計 支払伝票 平成25年度支払伝票 富山学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2014 富山学習センター 会計 支払伝票 平成26年度支払伝票（庁費他） 富山学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2014 富山学習センター 会計 支払伝票 平成26年度支払伝票（旅費） 富山学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2015 富山学習センター 会計 支払伝票 平成27年度支払伝票（庁費他） 富山学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2015 富山学習センター 会計 支払伝票 平成27年度支払伝票（旅費） 富山学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2016 富山学習センター 会計 支払伝票 平成28年度支払伝票（庁費他） 富山学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
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2016 富山学習センター 会計 支払伝票 平成28年度支払伝票（旅費） 富山学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2017 富山学習センター 会計 支払伝票 平成29年度支払伝票（庁費他） 富山学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2017 富山学習センター 会計 支払伝票 平成29年度支払伝票（旅費） 富山学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2018 富山学習センター 会計 支払伝票 平成30年度支払伝票（庁費他） 富山学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2018 富山学習センター 会計 支払伝票 平成30年度支払伝票（旅費） 富山学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2019 富山学習センター 会計 支払伝票 令和元年度支払伝票（庁費他） 富山学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2019 富山学習センター 会計 支払伝票 令和元年度支払伝票（旅費） 富山学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2010 富山学習センター 会計 前渡資金清算書・要求書 平成22年度前渡資金要求書・清算書 富山学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2011 富山学習センター 会計 前渡資金清算書・要求書 平成23年度前渡資金要求書・清算書 富山学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2012 富山学習センター 会計 前渡資金清算書・要求書 平成24年度前渡資金要求書・清算書 富山学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2013 富山学習センター 会計 前渡資金清算書・要求書 平成25年度前渡資金要求書・清算書 富山学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2014 富山学習センター 会計 前渡資金清算書・要求書 平成26年度前渡資金払出要求書、前渡資金精算書、前渡資金返納書、資金前渡手許保管現金残高証明及び金種表等 富山学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2015 富山学習センター 会計 前渡資金清算書・要求書 平成27年度前渡資金払出要求書、前渡資金精算書、前渡資金返納書、資金前渡手許保管現金残高証明及び金種表等 富山学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2016 富山学習センター 会計 前渡資金清算書・要求書 平成28年度前渡資金払出要求書・前渡資金請求書・前渡資金返納書・資金前渡手許保管現金残高証明及び金種表等 富山学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2017 富山学習センター 会計 前渡資金清算書・要求書 平成29年度前渡資金払出要求書・前渡資金請求書・前渡資金返納書・資金前渡手許保管現金残高証明及び金種表等 富山学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2018 富山学習センター 会計 前渡資金清算書・要求書 平成30年度前渡資金払出要求書・前渡資金請求書・前渡資金返納書・資金前渡手許保管現金残高証明及び金種表等 富山学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2019 富山学習センター 会計 前渡資金清算書・要求書 令和元年度前渡資金払出要求書・前渡資金請求書・前渡資金返納書・資金前渡手許保管現金残高証明及び金種表等 富山学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2010 富山学習センター 会計 前渡資金出納簿 平成22年度前渡資金出納簿 富山学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2011 富山学習センター 会計 前渡資金出納簿 平成23年度前渡資金出納簿 富山学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2012 富山学習センター 会計 前渡資金出納簿 平成24年度前渡資金出納簿 富山学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2013 富山学習センター 会計 前渡資金出納簿 平成25年度前渡資金出納簿 富山学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2014 富山学習センター 会計 前渡資金出納簿 平成26年度出納員現金出納簿、前渡資金出納簿 富山学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2015 富山学習センター 会計 前渡資金出納簿 平成27年度出納員現金出納簿、前渡資金出納簿 富山学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2016 富山学習センター 会計 前渡資金出納簿 平成28年度出納員現金出納簿・前渡資金出納簿 富山学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2017 富山学習センター 会計 前渡資金出納簿 平成29年度出納員現金出納簿・前渡資金出納簿 富山学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2018 富山学習センター 会計 前渡資金出納簿 平成30年度出納員現金出納簿・前渡資金出納簿 富山学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2019 富山学習センター 会計 前渡資金出納簿 令和元年度出納員現金出納簿・前渡資金出納簿 富山学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2010 富山学習センター 会計 支払済額報告書 平成22年度支払済額報告書 富山学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2011 富山学習センター 会計 支払済額報告書 平成23年度支払済額報告書 富山学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2012 富山学習センター 会計 支払済額報告書 平成24年度支払済額報告書 富山学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2013 富山学習センター 会計 支払済額報告書 平成25年度支払済額報告書 富山学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2010 富山学習センター 会計 現金出納簿 平成22年度現金出納簿 富山学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2011 富山学習センター 会計 現金出納簿 平成23年度現金出納簿 富山学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2012 富山学習センター 会計 現金出納簿 平成24年度現金出納簿 富山学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2013 富山学習センター 会計 現金出納簿 平成25年度現金出納簿 富山学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2010 富山学習センター 会計 出納員・現金払込 平成22年度出納員・現金払込 富山学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2011 富山学習センター 会計 出納員・現金払込 平成23年度出納員・現金払込 富山学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2012 富山学習センター 会計 出納員・現金払込 平成24年度出納員・現金払込 富山学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2013 富山学習センター 会計 出納員・現金払込 平成25年度出納員・現金払込 富山学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2014 富山学習センター 会計 出納員・現金払込 平成26年度出納員関係書類（現金払込仕訳書、各種報告書等） 富山学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2015 富山学習センター 会計 出納員・現金払込 平成27年度出納員関係書類（現金払込仕訳書、各種報告書等） 富山学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2016 富山学習センター 会計 出納員・現金払込 平成28年度出納簿関係書類（現金払込仕訳表・各種報告書等） 富山学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2017 富山学習センター 会計 出納員・現金払込 平成29年度出納簿関係書類（現金払込仕訳表・各種報告書等） 富山学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2018 富山学習センター 会計 出納員・現金払込 平成30年度出納簿関係書類（現金払込仕訳表・各種報告書等） 富山学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2019 富山学習センター 会計 出納員・現金払込 令和元年度出納簿関係書類（現金払込仕訳表・各種報告書等） 富山学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2014 富山学習センター 会計 入金実績リスト、振替伝票 平成26年度入金実績リスト、振替伝票 富山学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2015 富山学習センター 会計 入金実績リスト、振替伝票 平成27年度入金実績リスト、振替伝票 富山学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2016 富山学習センター 会計 入金実績リスト、振替伝票 平成28年度入金実績リスト・振替伝票 富山学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2017 富山学習センター 会計 入金実績リスト、振替伝票 平成29年度入金実績リスト・振替伝票 富山学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2018 富山学習センター 会計 入金実績リスト、振替伝票 平成30年度入金実績リスト・振替伝票 富山学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2019 富山学習センター 会計 入金実績リスト、振替伝票 令和元年度入金実績リスト・振替伝票 富山学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2014 富山学習センター 会計 常備品残高報告書 平成26年度常備品残高報告書 富山学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2015 富山学習センター 会計 常備品残高報告書 平成27年度常備品残高報告書 富山学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2016 富山学習センター 会計 常備品残高報告書 平成28年度常備品残高報告書 富山学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2017 富山学習センター 会計 常備品残高報告書 平成29年度常備品残高報告書 富山学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2018 富山学習センター 会計 常備品残高報告書 平成30年度常備品残高報告書 富山学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
2019 富山学習センター 会計 常備品残高報告書 平成30年度常備品残高報告書 富山学習センター事務長 2019/4/1 10年 2030/3/31 紙 富山学習センター 富山学習センター事務長 廃棄
1991 石川学習センター 式典 学習センター開所式 石川ビデオ学習センター開所式 事務所開き(H3.3.25)/ ビデオ学習センター開所式(H3.9.9)入学者のつどい(H3.9.28) 石川学習センター事務長 1992/4/1 無期限 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2001 石川学習センター 式典 周年式典 石川学習センター開設１０周年記念 石川学習センター 10年の記録　H13.9 石川学習センター事務長 2002/4/1 無期限 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2008 石川学習センター 式典 周年式典 石川学習センター移転記念式典　H20.8.11 石川学習センター事務長 2009/4/1 無期限 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2011 石川学習センター 式典 周年式典 石川学習センター開設20周年記念式典　H23.11.5 石川学習センター事務長 2012/4/1 無期限 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2016 石川学習センター 式典 周年式典 石川学習センター開設25周年記念祭　H28.9.4 石川学習センター事務長 2017/4/1 無期限 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2008 石川学習センター 広報 各種センター発行物（保存用） 学習ｾﾝﾀｰ機関紙「翌檜」　合本製本１　第１号 H4.5～ 第23号/１０周年特集号 H14.3（保存版） 石川学習センター事務長 2009/4/1 無期限 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2008 石川学習センター 広報 各種センター発行物（保存用） 学習ｾﾝﾀｰ機関紙「翌檜」　合本製本２　第24号 H14.4～４３号 H19.1　　（保存版） 石川学習センター事務長 2009/4/1 無期限 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2012 石川学習センター 広報 各種センター発行物（保存用） 学習ｾﾝﾀｰ機関紙「翌檜」　合本製本３　第４４号 H19.4～６３号 H24.1　　（保存版） 石川学習センター事務長 2013/4/1 無期限 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2012 石川学習センター 広報 各種センター発行物（保存用） 学習ｾﾝﾀｰ機関紙「翌檜」　平成24年度分　第64号～67号 石川学習センター事務長 2013/4/1 無期限 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2013 石川学習センター 広報 各種センター発行物（保存用） 学習ｾﾝﾀｰ機関紙「翌檜」　平成25年度分　第68号～71号 石川学習センター事務長 2014/4/1 無期限 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2014 石川学習センター 広報 各種センター発行物（保存用） 学習ｾﾝﾀｰ機関紙「翌檜」　平成26年度分　第72号～75号 石川学習センター事務長 2015/4/1 無期限 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2015 石川学習センター 広報 各種センター発行物（保存用） 学習ｾﾝﾀｰ機関紙「翌檜」　平成27年度分　第76号～79号 石川学習センター事務長 2016/4/1 無期限 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
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2016 石川学習センター 広報 各種センター発行物（保存用） 学習ｾﾝﾀｰ機関紙「翌檜」　平成28年度分　第80号～83号 石川学習センター事務長 2017/4/1 無期限 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2010 石川学習センター 式典 学位記授与式・入学者の集い 学位記授与式・入学者のつどい（平成22年度） 石川学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2011 石川学習センター 式典 学位記授与式・入学者の集い 学位記授与式・入学者のつどい（平成23年度） 石川学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2012 石川学習センター 式典 学位記授与式・入学者の集い 学位記授与式・入学者のつどい（平成24年度） 石川学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2013 石川学習センター 式典 学位記授与式・入学者の集い 学位記授与式・入学者のつどい（平成25年度） 石川学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2014 石川学習センター 式典 学位記授与式・入学者の集い 学位記授与式・入学者のつどい（平成26年度） 石川学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2015 石川学習センター 式典 学位記授与式・入学者の集い 学位記授与式・入学者のつどい（平成27年度） 石川学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2016 石川学習センター 式典 学位記授与式・入学者の集い 学位記授与式・入学者のつどい（平成28年度） 石川学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2017 石川学習センター 式典 学位記授与式・入学者の集い 学位記授与式・入学者のつどい（平成29年度） 石川学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2018 石川学習センター 式典 学位記授与式・入学者の集い 学位記授与式・入学者のつどい（平成30年度） 石川学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2019 石川学習センター 式典 学位記授与式・入学者の集い 学位記授与式・入学者のつどい（令和元年度） 石川学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2014 石川学習センター 管理運営 監事監査関係 監事監査および内部監査関係（平成26年度） 石川学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2015 石川学習センター 人事 客員・非常勤講師関係 客員教員・非常勤講師関係（依頼・承諾書）（平成27年度） 石川学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2016 石川学習センター 人事 客員・非常勤講師関係 客員教員・非常勤講師関係（依頼・承諾書）（平成28年度） 石川学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2017 石川学習センター 人事 客員・非常勤講師関係 客員教員・非常勤講師関係（依頼・承諾書）（平成29年度） 石川学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2018 石川学習センター 人事 客員・非常勤講師関係 客員教員・非常勤講師関係（依頼・承諾書）（平成30年度） 石川学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2019 石川学習センター 人事 客員・非常勤講師関係 客員教員・非常勤講師関係（依頼・承諾書）（令和元年度） 石川学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2015 石川学習センター 人事 客員・非常勤講師関係 客員教員・非常勤講師関係（出勤簿）（平成27年度） 石川学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2016 石川学習センター 人事 客員・非常勤講師関係 客員教員・非常勤講師関係（出勤簿）（平成28年度） 石川学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2017 石川学習センター 人事 客員・非常勤講師関係 客員教員・非常勤講師関係（出勤簿）（平成29年度） 石川学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2018 石川学習センター 人事 客員・非常勤講師関係 客員教員・非常勤講師関係（出勤簿）（平成30年度） 石川学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2019 石川学習センター 人事 客員・非常勤講師関係 客員教員・非常勤講師関係（出勤簿）（令和元年度） 石川学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2017 石川学習センター 諸会議 ブロック会議 北陸・東海ブロック連絡調整会議（平成29年度） 石川学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2018 石川学習センター 諸会議 ブロック会議 北陸・東海ブロック連絡調整会議（平成30年度） 石川学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2019 石川学習センター 諸会議 ブロック会議 北陸・東海ブロック連絡調整会議（令和元年度） 石川学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2017 石川学習センター 諸会議 事務長会議 学習センター事務長会議（29年度） 石川学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2018 石川学習センター 諸会議 事務長会議 学習センター事務長会議（30年度） 石川学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2019 石川学習センター 諸会議 事務長会議 学習センター事務長会議（R01年度） 石川学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2017 石川学習センター 諸会議 学習センター連絡会議 学習センター連絡会議（客員教員連絡会議）（平成29年度） 石川学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2018 石川学習センター 諸会議 学習センター連絡会議 学習センター連絡会議（客員教員連絡会議）（平成30年度） 石川学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2019 石川学習センター 諸会議 学習センター連絡会議 学習センター連絡会議（客員教員連絡会議）（令和元年度） 石川学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2015 石川学習センター 広報 広報関係（学生募集活動等含む） 広報関係（学生募集活動）（平成27年度第１学期） 石川学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2015 石川学習センター 広報 広報関係（学生募集活動等含む） 広報関係（学生募集活動）（平成27年度第２学期） 石川学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2016 石川学習センター 広報 広報関係（学生募集活動等含む） 広報関係（学生募集活動）（平成28年度第１学期） 石川学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2016 石川学習センター 広報 広報関係（学生募集活動等含む） 広報関係（学生募集活動）（平成28年度第２学期） 石川学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2017 石川学習センター 広報 広報関係（学生募集活動等含む） 広報関係（学生募集活動）（平成29年度第１学期） 石川学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2017 石川学習センター 広報 広報関係（学生募集活動等含む） 広報関係（学生募集活動）（平成29年度第２学期） 石川学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2018 石川学習センター 広報 広報関係（学生募集活動等含む） 広報関係（学生募集活動）（平成30年度第１学期） 石川学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2018 石川学習センター 広報 広報関係（学生募集活動等含む） 広報関係（学生募集活動）（平成30年度第２学期） 石川学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2019 石川学習センター 広報 広報関係（学生募集活動等含む） 広報関係（学生募集活動）（令和元年度第１学期） 石川学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2019 石川学習センター 広報 広報関係（学生募集活動等含む） 広報関係（学生募集活動）（令和元年度第２学期） 石川学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2015 石川学習センター 庶務 学習センター利用の手引 学習センター利用の手引き（平成27年） 石川学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2016 石川学習センター 庶務 学習センター利用の手引 学習センター利用の手引き（平成28年） 石川学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2017 石川学習センター 庶務 学習センター利用の手引 学習センター利用の手引き（平成29年） 石川学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2018 石川学習センター 庶務 学習センター利用の手引 学習センター利用の手引き（平成30年） 石川学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2019 石川学習センター 庶務 学習センター利用の手引 学習センター利用の手引き（令和元年） 石川学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2015 石川学習センター 庶務 法人文書ファイル管理簿等 法人文書ファイル管理簿（平成27年度） 石川学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2016 石川学習センター 庶務 法人文書ファイル管理簿等 法人文書ファイル管理簿（平成28年度） 石川学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2017 石川学習センター 庶務 法人文書ファイル管理簿等 法人文書ファイル管理簿（平成29年度） 石川学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2018 石川学習センター 庶務 法人文書ファイル管理簿等 法人文書ファイル管理簿（平成30年度） 石川学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2019 石川学習センター 庶務 法人文書ファイル管理簿等 法人文書ファイル管理簿（令和元年度） 石川学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2010 石川学習センター 庶務 旅行・外勤関係 旅行・外勤関係（旅行命令伺い、復命書）（平成22年度）　 石川学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2011 石川学習センター 庶務 旅行・外勤関係 旅行・外勤関係（旅行命令伺い、復命書）（平成23年度）　 石川学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2012 石川学習センター 庶務 旅行・外勤関係 旅行・外勤関係（旅行命令伺い、復命書）（平成24年度）　 石川学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2013 石川学習センター 庶務 旅行・外勤関係 旅行・外勤関係（旅行命令伺い、復命書）（平成25年度）　 石川学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2014 石川学習センター 庶務 旅行・外勤関係 旅行・外勤関係（旅行命令伺い、復命書）（平成26年度）　 石川学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2015 石川学習センター 庶務 旅行・外勤関係 旅行・外勤関係（旅行命令伺い、復命書）（平成27年度）　 石川学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2016 石川学習センター 庶務 旅行・外勤関係 旅行・外勤関係（旅行命令伺い、復命書）（平成28年度）　 石川学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2017 石川学習センター 庶務 旅行・外勤関係 旅行・外勤関係（旅行命令伺い、復命書）（平成29年度）　 石川学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2018 石川学習センター 庶務 旅行・外勤関係 旅行・外勤関係（旅行命令伺い、復命書）（平成30年度）　 石川学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2019 石川学習センター 庶務 旅行・外勤関係 旅行・外勤関係（旅行命令伺い、復命書）（令和元年度）　 石川学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2011 石川学習センター 庶務 旅行・外勤関係 旅行・外勤関係（自家用車業務使用許可申請書）（平成23年度） 石川学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2012 石川学習センター 庶務 旅行・外勤関係 旅行・外勤関係（自家用車業務使用許可申請書）（平成24年度） 石川学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2013 石川学習センター 庶務 旅行・外勤関係 旅行・外勤関係（自家用車業務使用許可申請書）（平成25年度） 石川学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2014 石川学習センター 庶務 旅行・外勤関係 旅行・外勤関係（自家用車業務使用許可申請書）（平成26年度） 石川学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2015 石川学習センター 庶務 旅行・外勤関係 旅行・外勤関係（自家用車業務使用許可申請書）（平成27年度） 石川学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2016 石川学習センター 庶務 旅行・外勤関係 旅行・外勤関係（自家用車業務使用許可申請書）（平成28年度） 石川学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2017 石川学習センター 庶務 旅行・外勤関係 旅行・外勤関係（自家用車業務使用許可申請書）（平成29年度） 石川学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2018 石川学習センター 庶務 旅行・外勤関係 旅行・外勤関係（自家用車業務使用許可申請書）（平成30年度） 石川学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄



232/374

大分類 中分類
備考作成・取得年度等

文書分類
小分類 法人文書ファイル名 作成・取得者 起算日 保存期間

保存期間満了
時期

媒体の種別 保存場所 管理者 管理担当係等
保存期間満了時の

措置結果
2019 石川学習センター 庶務 旅行・外勤関係 旅行・外勤関係（自家用車業務使用許可申請書）（令和元年度） 石川学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2010 石川学習センター 庶務 物品供用簿 物品供用簿（平成22年度）　 石川学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2011 石川学習センター 庶務 物品供用簿 物品供用簿（平成23年度）　 石川学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2012 石川学習センター 庶務 物品供用簿 物品供用簿（平成24年度）　 石川学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2013 石川学習センター 庶務 物品供用簿 物品供用簿（平成25年度）　 石川学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2014 石川学習センター 庶務 物品供用簿 物品供用簿（平成26年度）　 石川学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2015 石川学習センター 庶務 物品供用簿 物品供用簿（平成27年度）　 石川学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2016 石川学習センター 庶務 物品供用簿 物品供用簿（平成28年度）　 石川学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2017 石川学習センター 庶務 物品供用簿 物品供用簿（平成29年度）　 石川学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2018 石川学習センター 庶務 物品供用簿 物品供用簿（平成30年度）　 石川学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2019 石川学習センター 庶務 物品供用簿 物品供用簿（令和元年度）　 石川学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2015 石川学習センター 庶務 公印使用簿 公印使用簿（平成27年度） 石川学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2016 石川学習センター 庶務 公印使用簿 公印使用簿（平成28年度） 石川学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2017 石川学習センター 庶務 公印使用簿 公印使用簿（平成29年度） 石川学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2018 石川学習センター 庶務 公印使用簿 公印使用簿（平成30年度） 石川学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2019 石川学習センター 庶務 公印使用簿 公印使用簿（令和元年度） 石川学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2017 石川学習センター 職員 勤務時間管理 勤務時間管理（報告）（平成29年度） 石川学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2018 石川学習センター 職員 勤務時間管理 勤務時間管理（報告）（平成30年度） 石川学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2019 石川学習センター 職員 勤務時間管理 勤務時間管理（報告）（令和元年度） 石川学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2017 石川学習センター 職員 勤務時間管理 勤務時間管理（状況報告）（平成29年度） 石川学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2018 石川学習センター 職員 勤務時間管理 勤務時間管理（状況報告）（平成30年度） 石川学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2019 石川学習センター 職員 勤務時間管理 勤務時間管理（状況報告）（令和元年度） 石川学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2017 石川学習センター 職員 週休日・勤務時間割振表 週休日・勤務時間割振表（平成29年度） 石川学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2018 石川学習センター 職員 週休日・勤務時間割振表 週休日・勤務時間割振表（平成30年度） 石川学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2019 石川学習センター 職員 週休日・勤務時間割振表 週休日・勤務時間割振表（令和元年度） 石川学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2017 石川学習センター 職員 休暇簿 休暇簿（平成29年度） 石川学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2018 石川学習センター 職員 休暇簿 休暇簿（平成30年度） 石川学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2019 石川学習センター 職員 休暇簿 休暇簿（令和元年度） 石川学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2017 石川学習センター 職員 出勤簿 出勤簿（職員）（平成29年度） 石川学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2018 石川学習センター 職員 出勤簿 出勤簿（職員）（平成30年度） 石川学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2019 石川学習センター 職員 出勤簿 出勤簿（職員）（令和元年度） 石川学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2015 石川学習センター 面接授業 面接授業 面接授業(平成27年度第1学期) 石川学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2015 石川学習センター 面接授業 面接授業 面接授業(平成27年度第2学期) 石川学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2016 石川学習センター 面接授業 面接授業 面接授業(平成28年度第1学期) 石川学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2016 石川学習センター 面接授業 面接授業 面接授業(平成28年度第2学期) 石川学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2017 石川学習センター 面接授業 面接授業 面接授業(平成29年度第1学期) 石川学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2017 石川学習センター 面接授業 面接授業 面接授業(平成29年度第2学期) 石川学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2018 石川学習センター 面接授業 面接授業 面接授業(平成30年度第1学期) 石川学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2018 石川学習センター 面接授業 面接授業 面接授業(平成30年度第2学期) 石川学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2019 石川学習センター 面接授業 面接授業 面接授業(令和元年度第1学期) 石川学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2019 石川学習センター 面接授業 面接授業 面接授業(令和元年度第2学期) 石川学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2015 石川学習センター 面接授業 教員免許等講習関係 教員免許等講習関係(平成27年度) 石川学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2016 石川学習センター 面接授業 教員免許等講習関係 教員免許等講習関係(平成28年度) 石川学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2017 石川学習センター 面接授業 教員免許等講習関係 教員免許等講習関係(平成29年度) 石川学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2018 石川学習センター 面接授業 教員免許等講習関係 教員免許等講習関係(平成30年度) 石川学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2019 石川学習センター 面接授業 教員免許等講習関係 教員免許等講習関係(令和元年度) 石川学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2015 石川学習センター 入試 大学院入学試験 大学院入学試験（平成27年度） 石川学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2016 石川学習センター 入試 大学院入学試験 大学院入学試験（平成28年度） 石川学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2017 石川学習センター 入試 大学院入学試験 大学院入学試験（平成29年度） 石川学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2018 石川学習センター 入試 大学院入学試験 大学院入学試験（平成30年度） 石川学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2019 石川学習センター 入試 大学院入学試験 大学院入学試験（令和元年度） 石川学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2015 石川学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験 単位認定試験(平成27年度第1学期) 石川学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2015 石川学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験 単位認定試験(平成27年度第2学期) 石川学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2016 石川学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験 単位認定試験(平成28年度第1学期) 石川学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2016 石川学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験 単位認定試験(平成28年度第2学期) 石川学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2017 石川学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験 単位認定試験(平成29年度第1学期) 石川学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2017 石川学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験 単位認定試験(平成29年度第2学期) 石川学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2018 石川学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験 単位認定試験(平成30年度第1学期) 石川学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2018 石川学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験 単位認定試験(平成30年度第2学期) 石川学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2019 石川学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験 単位認定試験(令和元年度第1学期) 石川学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2019 石川学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験 単位認定試験(令和元年度第2学期) 石川学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2015 石川学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験 単位認定試験(夏季集中型)(Ｈ27年度） 石川学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2016 石川学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験 単位認定試験(夏季集中型)(Ｈ28年度） 石川学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2017 石川学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験 単位認定試験(夏季集中型)(Ｈ29年度） 石川学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2018 石川学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験 単位認定試験(夏季集中型)(Ｈ30年度） 石川学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2019 石川学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験 単位認定試験(夏季集中型)(令和元年度） 石川学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2017 石川学習センター 教務関係 大学コンソーシアム石川 大学コンソーシアム石川（平成29年度） 石川学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2018 石川学習センター 教務関係 大学コンソーシアム石川 大学コンソーシアム石川（平成30年度） 石川学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2019 石川学習センター 教務関係 大学コンソーシアム石川 大学コンソーシアム石川（令和元年度） 石川学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
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措置結果
2010 石川学習センター 学生関係 学生教育災害傷害保険 学生教育災害傷害保険（申込み書）(22年度） 石川学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2011 石川学習センター 学生関係 学生教育災害傷害保険 学生教育災害傷害保険（申込み書）(23年度） 石川学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2012 石川学習センター 学生関係 学生教育災害傷害保険 学生教育災害傷害保険（申込み書）(24年度） 石川学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2013 石川学習センター 学生関係 学生教育災害傷害保険 学生教育災害傷害保険（申込み書）(25年度） 石川学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2014 石川学習センター 学生関係 学生教育災害傷害保険 学生教育災害傷害保険（申込み書）(26年度） 石川学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2015 石川学習センター 学生関係 学生教育災害傷害保険 学生教育災害傷害保険（申込み書）(27年度） 石川学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2016 石川学習センター 学生関係 学生教育災害傷害保険 学生教育災害傷害保険（申込み書）(28年度） 石川学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2017 石川学習センター 学生関係 学生教育災害傷害保険 学生教育災害傷害保険（申込み書）(29年度） 石川学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2018 石川学習センター 学生関係 学生教育災害傷害保険 学生教育災害傷害保険（申込み書）(30年度） 石川学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2019 石川学習センター 学生関係 学生教育災害傷害保険 学生教育災害傷害保険（申込み書）(元年度） 石川学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2015 石川学習センター 学生関係 奨学金関係 奨学金関係　【日本育英会及びその他の育英団体奨学金関係　　（平成27年度） 石川学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2016 石川学習センター 学生関係 奨学金関係 奨学金関係　【日本育英会及びその他の育英団体奨学金関係　　（平成28年度） 石川学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2017 石川学習センター 学生関係 奨学金関係 奨学金関係　【日本育英会及びその他の育英団体奨学金関係　　（平成29年度） 石川学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2018 石川学習センター 学生関係 奨学金関係 奨学金関係　【日本育英会及びその他の育英団体奨学金関係　　（平成30年度） 石川学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2019 石川学習センター 学生関係 奨学金関係 奨学金関係　【日本育英会及びその他の育英団体奨学金関係　　（令和元年度） 石川学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2015 石川学習センター 学生関係 学生名簿 学生名簿　（平成27年度） 石川学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2016 石川学習センター 学生関係 学生名簿 学生名簿　（平成28年度） 石川学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2017 石川学習センター 学生関係 学生名簿 学生名簿　（平成29年度） 石川学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2018 石川学習センター 学生関係 学生名簿 学生名簿　（平成30年度） 石川学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2019 石川学習センター 学生関係 学生名簿 学生名簿　（令和元年度） 石川学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2015 石川学習センター 学生関係 学生団体・同窓会関係 学生団体・同窓会関係　（平成27年度） 石川学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2016 石川学習センター 学生関係 学生団体・同窓会関係 学生団体・同窓会関係　（平成28年度） 石川学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2017 石川学習センター 学生関係 学生団体・同窓会関係 学生団体・同窓会関係　（平成29年度） 石川学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2018 石川学習センター 学生関係 学生団体・同窓会関係 学生団体・同窓会関係　（平成30年度） 石川学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2019 石川学習センター 学生関係 学生団体・同窓会関係 学生団体・同窓会関係　（令和元年度） 石川学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2015 石川学習センター 学生関係 学生研修旅行 学生研修旅行（実施記録）　（平成27年度） 石川学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2016 石川学習センター 学生関係 学生研修旅行 学生研修旅行（実施記録）　（平成28年度） 石川学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2017 石川学習センター 学生関係 学生研修旅行 学生研修旅行（実施記録）　（平成29年度） 石川学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2018 石川学習センター 学生関係 学生研修旅行 学生研修旅行（実施記録）　（平成30年度） 石川学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2019 石川学習センター 学生関係 学生研修旅行 学生研修旅行（実施記録）　（令和元年度） 石川学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2015 石川学習センター 証明書 各種証明書・交付願（教員免許状関係単位修得証明書） 各種証明書・交付願（教員免許状関係単位修得証明書）（平成27年度） 石川学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2016 石川学習センター 証明書 各種証明書・交付願（教員免許状関係単位修得証明書） 各種証明書・交付願（教員免許状関係単位修得証明書）（平成28年度） 石川学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2017 石川学習センター 証明書 各種証明書・交付願（教員免許状関係単位修得証明書） 各種証明書・交付願（教員免許状関係単位修得証明書）（平成29年度） 石川学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2018 石川学習センター 証明書 各種証明書・交付願（教員免許状関係単位修得証明書） 各種証明書・交付願（教員免許状関係単位修得証明書）（平成30年度） 石川学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2019 石川学習センター 証明書 各種証明書・交付願（教員免許状関係単位修得証明書） 各種証明書・交付願（教員免許状関係単位修得証明書）（令和元年度） 石川学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2017 石川学習センター 証明書 各種証明書・交付願 各種証明書・交付願(H29年度) 石川学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2018 石川学習センター 証明書 各種証明書・交付願 各種証明書・交付願(H30年度) 石川学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2019 石川学習センター 証明書 各種証明書・交付願 各種証明書・交付願(R01年度) 石川学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2017 石川学習センター 証明書 学割関係 学割関係（発行台帳・控）(H29年度) 石川学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2018 石川学習センター 証明書 学割関係 学割関係（発行台帳・控）(H30年度) 石川学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2019 石川学習センター 証明書 学割関係 学割関係（発行台帳・控）(R01年度) 石川学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2017 石川学習センター 図書・視聴 図書室等利用統計 図書室等利用統計（室内利用・郵送貸出し）（平成29年度） 石川学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2018 石川学習センター 図書・視聴 図書室等利用統計 図書室等利用統計（室内利用・郵送貸出し）（平成30年度） 石川学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2019 石川学習センター 図書・視聴 図書室等利用統計 図書室等利用統計（室内利用・郵送貸出し）（令和元年度） 石川学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2017 石川学習センター 図書・視聴 文献複写申込書 文献複写申込書（平成29年度） 石川学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2018 石川学習センター 図書・視聴 文献複写申込書 文献複写申込書（平成30年度） 石川学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2019 石川学習センター 図書・視聴 文献複写申込書 文献複写申込書（令和元年度） 石川学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2010 石川学習センター 会計 現金出納簿 現金出納簿（平成22年度） 石川学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2011 石川学習センター 会計 現金出納簿 現金出納簿（平成23年度） 石川学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2012 石川学習センター 会計 現金出納簿 現金出納簿（平成24年度） 石川学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2013 石川学習センター 会計 現金出納簿 現金出納簿（平成25年度） 石川学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2014 石川学習センター 会計 現金出納簿 現金出納簿（平成26年度） 石川学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2015 石川学習センター 会計 現金出納簿 現金出納簿（平成27年度） 石川学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2016 石川学習センター 会計 現金出納簿 現金出納簿（平成28年度） 石川学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2017 石川学習センター 会計 現金出納簿 現金出納簿（平成29年度） 石川学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2018 石川学習センター 会計 現金出納簿 現金出納簿（平成30年度） 石川学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2019 石川学習センター 会計 現金出納簿 現金出納簿（令和元年度） 石川学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2010 石川学習センター 会計 金種内訳表 金種内訳表（平成22年度） 石川学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2011 石川学習センター 会計 金種内訳表 金種内訳表（平成23年度） 石川学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2012 石川学習センター 会計 金種内訳表 金種内訳表（平成24年度） 石川学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2013 石川学習センター 会計 金種内訳表 金種内訳表（平成25年度） 石川学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2014 石川学習センター 会計 金種内訳表 金種内訳表（平成26年度） 石川学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2015 石川学習センター 会計 金種内訳表 金種内訳表（平成27年度） 石川学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2016 石川学習センター 会計 金種内訳表 金種内訳表（平成28年度） 石川学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2017 石川学習センター 会計 金種内訳表 金種内訳表（平成29年度） 石川学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2018 石川学習センター 会計 金種内訳表 金種内訳表（平成30年度） 石川学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2019 石川学習センター 会計 金種内訳表 金種内訳表（令和元年度） 石川学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2010 石川学習センター 会計 出納員・現金払込 出納員・現金払込（平成22年度） 石川学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2011 石川学習センター 会計 出納員・現金払込 出納員・現金払込（平成23年度） 石川学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄



234/374

大分類 中分類
備考作成・取得年度等

文書分類
小分類 法人文書ファイル名 作成・取得者 起算日 保存期間

保存期間満了
時期

媒体の種別 保存場所 管理者 管理担当係等
保存期間満了時の

措置結果
2012 石川学習センター 会計 出納員・現金払込 出納員・現金払込（平成24年度） 石川学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2013 石川学習センター 会計 出納員・現金払込 出納員・現金払込（平成25年度） 石川学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2014 石川学習センター 会計 出納員・現金払込 出納員・現金払込（平成26年度） 石川学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2015 石川学習センター 会計 出納員・現金払込 出納員・現金払込（平成27年度） 石川学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2016 石川学習センター 会計 出納員・現金払込 出納員・現金払込（平成28年度） 石川学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2017 石川学習センター 会計 出納員・現金払込 出納員・現金払込（平成29年度） 石川学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2018 石川学習センター 会計 出納員・現金払込 出納員・現金払込（平成30年度） 石川学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2019 石川学習センター 会計 出納員・現金払込 出納員・現金払込（令和元年度） 石川学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2010 石川学習センター 会計 前渡資金精算書 前渡資金精算書（平成22年度） 石川学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2011 石川学習センター 会計 前渡資金精算書 前渡資金精算書（平成23年度） 石川学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2012 石川学習センター 会計 前渡資金精算書 前渡資金精算書（平成24年度） 石川学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2013 石川学習センター 会計 前渡資金精算書 前渡資金精算書（平成25年度） 石川学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2014 石川学習センター 会計 前渡資金精算書 前渡資金精算書（平成26年度） 石川学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2015 石川学習センター 会計 前渡資金精算書 前渡資金精算書（平成27年度） 石川学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2016 石川学習センター 会計 前渡資金精算書 前渡資金精算書（平成28年度） 石川学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2017 石川学習センター 会計 前渡資金精算書 前渡資金精算書（平成29年度） 石川学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2018 石川学習センター 会計 前渡資金精算書 前渡資金精算書（平成30年度） 石川学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2019 石川学習センター 会計 前渡資金精算書 前渡資金精算書（令和元年度） 石川学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2010 石川学習センター 会計 前渡資金要求書 前渡資金要求書（平成22年度） 石川学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2011 石川学習センター 会計 前渡資金要求書 前渡資金要求書（平成23年度） 石川学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2012 石川学習センター 会計 前渡資金要求書 前渡資金要求書（平成24年度） 石川学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2013 石川学習センター 会計 前渡資金要求書 前渡資金要求書（平成25年度） 石川学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2014 石川学習センター 会計 前渡資金要求書 前渡資金要求書（平成26年度） 石川学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2015 石川学習センター 会計 前渡資金要求書 前渡資金要求書（平成27年度） 石川学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2016 石川学習センター 会計 前渡資金要求書 前渡資金要求書（平成28年度） 石川学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2017 石川学習センター 会計 前渡資金要求書 前渡資金要求書（平成29年度） 石川学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2018 石川学習センター 会計 前渡資金要求書 前渡資金要求書（平成30年度） 石川学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2019 石川学習センター 会計 前渡資金要求書 前渡資金要求書（令和元年度） 石川学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2010 石川学習センター 会計 前渡資金出納簿 前渡資金出納簿（平成22年度） 石川学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2011 石川学習センター 会計 前渡資金出納簿 前渡資金出納簿（平成23年度） 石川学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2012 石川学習センター 会計 前渡資金出納簿 前渡資金出納簿（平成24年度） 石川学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2013 石川学習センター 会計 前渡資金出納簿 前渡資金出納簿（平成25年度） 石川学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2014 石川学習センター 会計 前渡資金出納簿 前渡資金出納簿（平成26年度） 石川学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2015 石川学習センター 会計 前渡資金出納簿 前渡資金出納簿（平成27年度） 石川学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2016 石川学習センター 会計 前渡資金出納簿 前渡資金出納簿（平成28年度） 石川学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2017 石川学習センター 会計 前渡資金出納簿 前渡資金出納簿（平成29年度） 石川学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2018 石川学習センター 会計 前渡資金出納簿 前渡資金出納簿（平成30年度） 石川学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2019 石川学習センター 会計 前渡資金出納簿 前渡資金出納簿（令和元年度） 石川学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2010 石川学習センター 会計 予算関係 予算関係（差引簿）（平成22年度） 石川学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2011 石川学習センター 会計 予算関係 予算関係（差引簿）（平成23年度） 石川学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2012 石川学習センター 会計 予算関係 予算関係（差引簿）（平成24年度） 石川学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2013 石川学習センター 会計 予算関係 予算関係（差引簿）（平成25年度） 石川学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2014 石川学習センター 会計 予算関係 予算関係（差引簿）（平成26年度） 石川学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2015 石川学習センター 会計 予算関係 予算関係（差引簿）（平成27年度） 石川学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2016 石川学習センター 会計 予算関係 予算関係（差引簿）（平成28年度） 石川学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2017 石川学習センター 会計 予算関係 予算関係（差引簿）（平成29年度） 石川学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2018 石川学習センター 会計 予算関係 予算関係（差引簿）（平成30年度） 石川学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2019 石川学習センター 会計 予算関係 予算関係（差引簿）（令和元年度） 石川学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2010 石川学習センター 会計 予算関係 予算関係（示達書）（平成22年度） 石川学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2011 石川学習センター 会計 予算関係 予算関係（示達書）（平成23年度） 石川学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2012 石川学習センター 会計 予算関係 予算関係（示達書）（平成24年度） 石川学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2013 石川学習センター 会計 予算関係 予算関係（示達書）（平成25年度） 石川学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2014 石川学習センター 会計 予算関係 予算関係（示達書）（平成26年度） 石川学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2015 石川学習センター 会計 予算関係 予算関係（示達書）（平成27年度） 石川学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2016 石川学習センター 会計 予算関係 予算関係（示達書）（平成28年度） 石川学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2017 石川学習センター 会計 予算関係 予算関係（示達書）（平成29年度） 石川学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2018 石川学習センター 会計 予算関係 予算関係（示達書）（平成30年度） 石川学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2019 石川学習センター 会計 予算関係 予算関係（示達書）（令和元年度） 石川学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2010 石川学習センター 会計 予算関係 予算関係（執行計画書）（平成22年度） 石川学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2011 石川学習センター 会計 予算関係 予算関係（執行計画書）（平成23年度） 石川学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2012 石川学習センター 会計 予算関係 予算関係（執行計画書）（平成24年度） 石川学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2013 石川学習センター 会計 予算関係 予算関係（執行計画書）（平成25年度） 石川学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2014 石川学習センター 会計 予算関係 予算関係（執行計画書）（平成26年度） 石川学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2015 石川学習センター 会計 予算関係 予算関係（執行計画書）（平成27年度） 石川学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2016 石川学習センター 会計 予算関係 予算関係（執行計画書）（平成28年度） 石川学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2017 石川学習センター 会計 予算関係 予算関係（執行計画書）（平成29年度） 石川学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2018 石川学習センター 会計 予算関係 予算関係（執行計画書）（平成30年度） 石川学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2019 石川学習センター 会計 予算関係 予算関係（執行計画書）（令和元年度） 石川学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2010 石川学習センター 会計 契約等関係 契約等関係（清掃、人材派遣等）（平成22年度） 石川学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
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2011 石川学習センター 会計 契約等関係 契約等関係（清掃、人材派遣等）（平成23年度） 石川学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2012 石川学習センター 会計 契約等関係 契約等関係（清掃、人材派遣等）（平成24年度） 石川学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2013 石川学習センター 会計 契約等関係 契約等関係（清掃、人材派遣等）（平成25年度） 石川学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2014 石川学習センター 会計 契約等関係 契約等関係（清掃、人材派遣等）（平成26年度） 石川学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2015 石川学習センター 会計 契約等関係 契約等関係（清掃、人材派遣等）（平成27年度） 石川学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2016 石川学習センター 会計 契約等関係 契約等関係（清掃、人材派遣等）（平成28年度） 石川学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2017 石川学習センター 会計 契約等関係 契約等関係（清掃、人材派遣等）（平成29年度） 石川学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2018 石川学習センター 会計 契約等関係 契約等関係（清掃、人材派遣等）（平成30年度） 石川学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2019 石川学習センター 会計 契約等関係 契約等関係（清掃、人材派遣等）（令和元年度） 石川学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2010 石川学習センター 会計 物品取得及び修繕（役務）伺書 物品取得及び修繕（役務）伺書（平成22年度） 石川学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2011 石川学習センター 会計 物品取得及び修繕（役務）伺書 物品取得及び修繕（役務）伺書（平成23年度） 石川学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2010 石川学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等受払簿（平成22年度） 石川学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2011 石川学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等受払簿（平成23年度） 石川学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2012 石川学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等受払簿（平成24年度） 石川学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2013 石川学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等受払簿（平成25年度） 石川学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2014 石川学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等受払簿（平成26年度） 石川学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2015 石川学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等受払簿（平成27年度） 石川学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2016 石川学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等受払簿（平成28年度） 石川学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2017 石川学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等受払簿（平成29年度） 石川学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2018 石川学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等受払簿（平成30年度） 石川学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2019 石川学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等受払簿（令和元年度） 石川学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2012 石川学習センター 会計 債務計上票 債務計上票（平成24年度） 石川学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2013 石川学習センター 会計 債務計上票 債務計上票（平成25年度） 石川学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2014 石川学習センター 会計 債務計上票 債務計上票（平成26年度） 石川学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2015 石川学習センター 会計 債務計上票 債務計上票（平成27年度） 石川学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2016 石川学習センター 会計 債務計上票 債務計上票（平成28年度） 石川学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2017 石川学習センター 会計 債務計上票 債務計上票（平成29年度） 石川学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2018 石川学習センター 会計 債務計上票 債務計上票（平成30年度） 石川学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
2019 石川学習センター 会計 債務計上票 債務計上票（令和元年度） 石川学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 石川学習センター 石川学習センター事務長 廃棄
1998 福井学習センター 式典 センター開所式 センター開所式 福井学習センター事務長 1999/4/1 無期限 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2017 福井学習センター 式典 記念式典 開設20周年記念式典関係（平成29年度） 福井学習センター事務長 2018/4/1 無期限 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2010 福井学習センター 式典 学位記授与式・入学者の集い 学位記授与式・入学者の集い（平成22年度） 福井学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2011 福井学習センター 式典 学位記授与式・入学者の集い 学位記授与式・入学者の集い（平成23年度） 福井学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2012 福井学習センター 式典 学位記授与式・入学者の集い 学位記授与式・入学者の集い（平成24年度） 福井学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2013 福井学習センター 式典 学位記授与式・入学者の集い 学位記授与式・入学者の集い（平成25年度） 福井学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2014 福井学習センター 式典 学位記授与式・入学者の集い 学位記授与式・入学者の集い（平成26年度） 福井学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2015 福井学習センター 式典 学位記授与式・入学者の集い 学位記授与式・入学者の集い（平成27年度） 福井学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2016 福井学習センター 式典 学位記授与式・入学者の集い 学位記授与式・入学者の集い（平成28年度） 福井学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2017 福井学習センター 式典 学位記授与式・入学者の集い 学位記授与式・入学者の集い（平成29年度） 福井学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2018 福井学習センター 式典 学位記授与式・入学者の集い 学位記授与式・入学者の集い（平成30年度） 福井学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2019 福井学習センター 式典 学位記授与式・入学者の集い 学位記授与式・入学者の集い（令和元年度） 福井学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2015 福井学習センター 人事 身上調書 身上調書（平成27年度） 福井学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2016 福井学習センター 人事 身上調書 身上調書（平成28年度) 福井学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2017 福井学習センター 人事 身上調書 身上調書（平成29年度) 福井学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2015 福井学習センター 人事 客員教員任免関係 客員教員任免関係（平成27年度） 福井学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2016 福井学習センター 人事 客員教員任免関係 客員教員任免関係（平成28年度） 福井学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2017 福井学習センター 人事 客員教員任免関係 客員教員任免関係（平成29年度） 福井学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2018 福井学習センター 人事 客員教員任免関係 客員教員任免関係（平成30年度） 福井学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2019 福井学習センター 人事 客員教員任免関係 客員教員任免関係（令和元年度） 福井学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2015 福井学習センター 人事 非常勤職員任免 非常勤職員任免（平成27年度） 福井学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2016 福井学習センター 人事 非常勤職員任免 非常勤職員任免（平成28年度） 福井学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2017 福井学習センター 人事 非常勤職員任免 非常勤職員任免（平成29年度） 福井学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2018 福井学習センター 人事 非常勤職員任免 非常勤職員任免（平成30年度） 福井学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2019 福井学習センター 人事 非常勤職員任免 非常勤職員任免（令和元年度） 福井学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2015 福井学習センター 広報 広報活動 広報活動（平成27年度） 福井学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2016 福井学習センター 広報 広報活動 広報活動（平成28年度） 福井学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2017 福井学習センター 広報 広報活動 広報活動（平成29年度） 福井学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2018 福井学習センター 広報 広報活動 広報活動（平成30年度） 福井学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2019 福井学習センター 広報 広報活動 広報活動（令和元年度） 福井学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2015 福井学習センター 広報 機関紙　楽学喜 機関紙　楽学喜　（平成27年度） 福井学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2016 福井学習センター 広報 機関紙　楽学喜 機関紙　楽学喜　（平成28年度） 福井学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2017 福井学習センター 広報 機関紙　楽学喜 機関紙　楽学喜　（平成29年度） 福井学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2018 福井学習センター 広報 機関紙　楽学喜 機関紙　楽学喜　（平成30年度） 福井学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2019 福井学習センター 広報 機関紙　楽学喜 機関紙　楽学喜　（令和元年度） 福井学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2011 福井学習センター 庶務 自家用車業務使用許可申請・報告書綴 自家用車業務使用許可申請・報告書綴（平成23年度） 福井学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2012 福井学習センター 庶務 自家用車業務使用許可申請・報告書綴 自家用車業務使用許可申請・報告書綴（平成24年度） 福井学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2013 福井学習センター 庶務 自家用車業務使用許可申請・報告書綴 自家用車業務使用許可申請・報告書綴（平成25年度） 福井学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2014 福井学習センター 庶務 自家用車業務使用許可申請・報告書綴 自家用車業務使用許可申請・報告書綴（平成26年度） 福井学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2015 福井学習センター 庶務 自家用車業務使用許可申請・報告書綴 自家用車業務使用許可申請・報告書綴（平成27年度） 福井学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
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2016 福井学習センター 庶務 自家用車業務使用許可申請・報告書綴 自家用車業務使用許可申請・報告書綴（平成28年度） 福井学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2017 福井学習センター 庶務 自家用車業務使用許可申請・報告書綴 自家用車業務使用許可申請・報告書綴（平成29年度） 福井学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2018 福井学習センター 庶務 自家用車業務使用許可申請・報告書綴 自家用車業務使用許可申請・報告書綴（平成30年度） 福井学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2019 福井学習センター 庶務 自家用車業務使用許可申請・報告書綴 自家用車業務使用許可申請・報告書綴（令和元年度） 福井学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2010 福井学習センター 庶務 旅行命令簿 旅行命令簿（平成22年度） 福井学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2011 福井学習センター 庶務 旅行命令簿 旅行命令簿（平成23年度） 福井学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2012 福井学習センター 庶務 旅行命令簿 旅行命令簿（平成24年度） 福井学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2013 福井学習センター 庶務 旅行命令簿 旅行命令簿（平成25年度） 福井学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2014 福井学習センター 庶務 旅行命令簿 旅行命令簿（平成26年度） 福井学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2015 福井学習センター 庶務 旅行命令簿 旅行命令簿（平成27年度） 福井学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2016 福井学習センター 庶務 旅行命令簿 旅行命令簿（平成28年度） 福井学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2017 福井学習センター 庶務 旅行命令簿 旅行命令簿（平成29年度） 福井学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2018 福井学習センター 庶務 旅行命令簿 旅行命令簿（平成30年度） 福井学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2019 福井学習センター 庶務 旅行命令簿 旅行命令簿（令和元年度） 福井学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2010 福井学習センター 庶務 復命書 復命書（平成22年度） 福井学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2011 福井学習センター 庶務 復命書 復命書（平成23年度） 福井学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2012 福井学習センター 庶務 復命書 復命書（平成24年度） 福井学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2013 福井学習センター 庶務 復命書 復命書（平成25年度） 福井学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2014 福井学習センター 庶務 復命書 復命書（平成26年度） 福井学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2015 福井学習センター 庶務 復命書 復命書（平成27年度） 福井学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2016 福井学習センター 庶務 復命書 復命書（平成28年度） 福井学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2017 福井学習センター 庶務 復命書 復命書（平成29年度） 福井学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2018 福井学習センター 庶務 復命書 復命書（平成30年度） 福井学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2019 福井学習センター 庶務 復命書 復命書（令和元年度） 福井学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2015 福井学習センター 庶務 文書処理簿 文書処理簿（平成27年度） 福井学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2016 福井学習センター 庶務 文書処理簿 文書処理簿（平成28年度） 福井学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2017 福井学習センター 庶務 文書処理簿 文書処理簿（平成29年度） 福井学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2018 福井学習センター 庶務 文書処理簿 文書処理簿（平成30年度） 福井学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2019 福井学習センター 庶務 文書処理簿 文書処理簿（令和元年度） 福井学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2015 福井学習センター 庶務 公印使用記録簿 公印使用記録簿（平成27年度） 福井学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2016 福井学習センター 庶務 公印使用記録簿 公印使用記録簿（平成28年度） 福井学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2017 福井学習センター 庶務 公印使用記録簿 公印使用記録簿（平成29年度） 福井学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2018 福井学習センター 庶務 公印使用記録簿 公印使用記録簿（平成30年度） 福井学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2019 福井学習センター 庶務 公印使用記録簿 公印使用記録簿（令和元年度） 福井学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2015 福井学習センター 庶務 文書ファイル管理簿 文書ファイル管理簿（平成27年度） 福井学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2016 福井学習センター 庶務 文書ファイル管理簿 文書ファイル管理簿（平成28年度） 福井学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2017 福井学習センター 庶務 文書ファイル管理簿 文書ファイル管理簿（平成29年度） 福井学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2018 福井学習センター 庶務 文書ファイル管理簿 文書ファイル管理簿（平成30年度） 福井学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2019 福井学習センター 庶務 文書ファイル管理簿 文書ファイル管理簿（令和元年度） 福井学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2015 福井学習センター 庶務 利用の手引き 利用の手引き（平成27年度） 福井学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2016 福井学習センター 庶務 利用の手引き 利用の手引き（平成28年度） 福井学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2017 福井学習センター 庶務 利用の手引き 利用の手引き（平成29年度） 福井学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2018 福井学習センター 庶務 利用の手引き 利用の手引き（平成30年度） 福井学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2019 福井学習センター 庶務 利用の手引き 利用の手引き（令和元年度） 福井学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2011 福井学習センター 職員 諸手当認定簿等 諸手当認定簿等（平成23年度） 福井学習センター事務長 2012/4/1 3年（支給喪失から） 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2012 福井学習センター 職員 諸手当認定簿等 諸手当認定簿等（平成24年度） 福井学習センター事務長 2013/4/1 3年（支給喪失から） 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2013 福井学習センター 職員 諸手当認定簿等 諸手当認定簿等（平成25年度） 福井学習センター事務長 2014/4/1 3年（支給喪失から） 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2014 福井学習センター 職員 諸手当認定簿等 諸手当認定簿等（平成26年度） 福井学習センター事務長 2015/4/1 3年（支給喪失から） 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2015 福井学習センター 職員 諸手当認定簿等 諸手当認定簿等（平成27年度） 福井学習センター事務長 2016/4/1 3年（支給喪失から） 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2016 福井学習センター 職員 諸手当認定簿等 諸手当認定簿等（平成28年度） 福井学習センター事務長 2017/4/1 3年（支給喪失から） 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2017 福井学習センター 職員 諸手当認定簿等 諸手当認定簿等（平成29年度） 福井学習センター事務長 2018/4/1 3年（支給喪失から） 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2015 福井学習センター 職員 福利厚生関係書類 福利厚生関係書類（平成27年度） 福井学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2016 福井学習センター 職員 福利厚生関係書類 福利厚生関係書類（平成28年度） 福井学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2017 福井学習センター 職員 福利厚生関係書類 福利厚生関係書類（平成29年度） 福井学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2018 福井学習センター 職員 福利厚生関係書類 福利厚生関係書類（平成30年度） 福井学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2019 福井学習センター 職員 福利厚生関係書類 福利厚生関係書類（令和元年度） 福井学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2017 福井学習センター 職員 出勤簿 出勤簿（平成29年度） 福井学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2018 福井学習センター 職員 出勤簿 出勤簿（平成30年度） 福井学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2019 福井学習センター 職員 出勤簿 出勤簿（令和元年度） 福井学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2017 福井学習センター 職員 休暇簿 休暇簿（平成29年度） 福井学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2018 福井学習センター 職員 休暇簿 休暇簿（平成30年度） 福井学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2019 福井学習センター 職員 休暇簿 休暇簿（令和元年度） 福井学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2017 福井学習センター 職員 勤務等記録簿 勤務等記録簿（平成29年度） 福井学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2017 福井学習センター 職員 勤務時間報告書 勤務時間報告書（平成29年度） 福井学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2018 福井学習センター 職員 勤務時間報告書 勤務時間報告書（平成30年度） 福井学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2019 福井学習センター 職員 勤務時間報告書 勤務時間報告書（令和元年度） 福井学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2017 福井学習センター 職員 週休日及び勤務時間割振表 週休日及び勤務時間割振表（平成29年度） 福井学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2018 福井学習センター 職員 週休日及び勤務時間割振表 週休日及び勤務時間割振表（平成30年度） 福井学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2019 福井学習センター 職員 週休日及び勤務時間割振表 週休日及び勤務時間割振表（令和元年度） 福井学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄



237/374

大分類 中分類
備考作成・取得年度等

文書分類
小分類 法人文書ファイル名 作成・取得者 起算日 保存期間

保存期間満了
時期

媒体の種別 保存場所 管理者 管理担当係等
保存期間満了時の

措置結果
2015 福井学習センター 面接授業 面接授業 面接授業（平成27年度） 福井学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2016 福井学習センター 面接授業 面接授業 面接授業（平成28年度） 福井学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2017 福井学習センター 面接授業 面接授業 面接授業（平成29年度） 福井学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2018 福井学習センター 面接授業 面接授業 面接授業（平成30年度） 福井学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2019 福井学習センター 面接授業 面接授業 面接授業（令和元年度） 福井学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2015 福井学習センター 面接授業 共修生 共修生（平成27年度） 福井学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2016 福井学習センター 面接授業 共修生 共修生（平成28年度） 福井学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2017 福井学習センター 面接授業 共修生 共修生（平成29年度） 福井学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2018 福井学習センター 面接授業 共修生 共修生（平成30年度） 福井学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2019 福井学習センター 面接授業 共修生 共修生（令和元年度） 福井学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2015 福井学習センター 教務関係 学習指導 学習指導（平成27年度） 福井学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2016 福井学習センター 教務関係 学習指導 学習指導（平成28年度） 福井学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2017 福井学習センター 教務関係 学習指導 学習指導（平成29年度） 福井学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2018 福井学習センター 教務関係 学習指導 学習会・懇話会・ゼミナール（平成30年度） 福井学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2019 福井学習センター 教務関係 学習指導 学習会・懇話会・ゼミナール（令和元年度） 福井学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2004 福井学習センター 教務関係 単位互換関係 単位互換関係（平成16年度） 福井学習センター事務長 2005/4/1 3年（失効後） 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2005 福井学習センター 教務関係 単位互換関係 単位互換関係（平成17年度） 福井学習センター事務長 2006/4/1 3年（失効後） 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2006 福井学習センター 教務関係 単位互換関係 単位互換関係（平成18年度） 福井学習センター事務長 2007/4/1 3年（失効後） 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2007 福井学習センター 教務関係 単位互換関係 単位互換関係（平成19年度） 福井学習センター事務長 2008/4/1 3年（失効後） 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2008 福井学習センター 教務関係 単位互換関係 単位互換関係（平成20年度） 福井学習センター事務長 2009/4/1 3年（失効後） 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2009 福井学習センター 教務関係 単位互換関係 単位互換関係（平成21年度） 福井学習センター事務長 2010/4/1 3年（失効後） 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2010 福井学習センター 教務関係 単位互換関係 単位互換関係（平成22年度） 福井学習センター事務長 2011/4/1 3年（失効後） 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2011 福井学習センター 教務関係 単位互換関係 単位互換関係（平成23年度） 福井学習センター事務長 2012/4/1 3年（失効後） 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2012 福井学習センター 教務関係 単位互換関係 単位互換関係（平成24年度） 福井学習センター事務長 2013/4/1 3年（失効後） 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2013 福井学習センター 教務関係 単位互換関係 単位互換関係（平成25年度） 福井学習センター事務長 2014/4/1 3年（失効後） 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2014 福井学習センター 教務関係 単位互換関係 単位互換関係（平成26年度） 福井学習センター事務長 2015/4/1 3年（失効後） 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2015 福井学習センター 教務関係 単位互換関係 単位互換関係（平成27年度） 福井学習センター事務長 2016/4/1 3年（失効後） 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2016 福井学習センター 教務関係 単位互換関係 単位互換関係（平成28年度） 福井学習センター事務長 2017/4/1 3年（失効後） 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2017 福井学習センター 教務関係 単位互換関係 単位互換関係（平成29年度） 福井学習センター事務長 2018/4/1 3年（失効後） 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2018 福井学習センター 教務関係 単位互換関係 単位互換関係（平成30年度） 福井学習センター事務長 2019/4/1 3年（失効後） 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2019 福井学習センター 教務関係 単位互換関係 単位互換関係（令和元年度） 福井学習センター事務長 2020/4/1 3年（失効後） 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2017 福井学習センター 教務関係 キャンパス・ネットワーク・システム通知 キャンパス・ネットワーク・システム通知（平成29年度） 福井学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2015 福井学習センター 学生関係 学生統計 学生統計（平成27年度） 福井学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2016 福井学習センター 学生関係 学生統計 学生統計（平成28年度） 福井学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2017 福井学習センター 学生関係 学生統計 学生統計（平成29年度） 福井学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2018 福井学習センター 学生関係 学生統計 学生統計（平成30年度） 福井学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2019 福井学習センター 学生関係 学生統計 学生統計（令和元年度） 福井学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2015 福井学習センター 学生関係 学生団体 学生研修旅行（平成27年度） 福井学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2016 福井学習センター 学生関係 学生団体 学生研修旅行（平成28年度） 福井学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2017 福井学習センター 学生関係 学生団体 学生研修旅行（平成29年度） 福井学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2018 福井学習センター 学生関係 学生団体 学生研修旅行（平成30年度） 福井学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2019 福井学習センター 学生関係 学生団体 学生研修旅行（令和元年度） 福井学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2015 福井学習センター 学生関係 学生団体 学生団体（平成27年度） 福井学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2016 福井学習センター 学生関係 学生団体 学生団体（平成28年度） 福井学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2017 福井学習センター 学生関係 学生団体 学生団体（平成29年度） 福井学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2018 福井学習センター 学生関係 学生団体 学生団体（平成30年度） 福井学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2019 福井学習センター 学生関係 学生団体 学生団体（令和元年度） 福井学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2015 福井学習センター 学生関係 文書掲示・施設使用願 文書掲示・施設使用願（平成27年度） 福井学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2016 福井学習センター 学生関係 文書掲示・施設使用願 文書掲示・施設使用願（平成28年度） 福井学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2017 福井学習センター 学生関係 文書掲示・施設使用願 文書掲示・施設使用願（平成29年度） 福井学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2018 福井学習センター 学生関係 文書掲示・施設使用願 文書掲示・施設使用願（平成30年度） 福井学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2019 福井学習センター 学生関係 文書掲示・施設使用願 文書掲示・施設使用願（令和元年度） 福井学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2011 福井学習センター 学生関係 学生教育研究災害傷害保険 学生教育研究災害傷害保険（平成23年度） 福井学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2012 福井学習センター 学生関係 学生教育研究災害傷害保険 学生教育研究災害傷害保険（平成24年度） 福井学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2013 福井学習センター 学生関係 学生教育研究災害傷害保険 学生教育研究災害傷害保険（平成25年度） 福井学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2014 福井学習センター 学生関係 学生教育研究災害傷害保険 学生教育研究災害傷害保険（平成26年度） 福井学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2015 福井学習センター 学生関係 学生教育研究災害傷害保険 学生教育研究災害傷害保険（平成27年度） 福井学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2016 福井学習センター 学生関係 学生教育研究災害傷害保険 学生教育研究災害傷害保険（平成28年度） 福井学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2017 福井学習センター 学生関係 学生教育研究災害傷害保険 学生教育研究災害傷害保険（平成29年度） 福井学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2018 福井学習センター 学生関係 学生教育研究災害傷害保険 学生教育研究災害傷害保険（平成30年度） 福井学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2019 福井学習センター 学生関係 学生教育研究災害傷害保険 学生教育研究災害傷害保険（令和元年度） 福井学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2015 福井学習センター 学生関係 印刷教材等申込書 印刷教材等申込書（平成27年度） 福井学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2016 福井学習センター 学生関係 印刷教材等申込書 印刷教材等申込書（平成28年度） 福井学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2017 福井学習センター 学生関係 印刷教材等申込書 印刷教材等申込書（平成29年度） 福井学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2018 福井学習センター 学生関係 印刷教材等申込書 印刷教材等申込書（平成30年度） 福井学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2019 福井学習センター 学生関係 印刷教材等申込書 印刷教材等申込書（令和元年度） 福井学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2015 福井学習センター 学生関係 奨学金関係 奨学金関係（平成27年度） 福井学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2016 福井学習センター 学生関係 奨学金関係 奨学金関係（平成28年度） 福井学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2017 福井学習センター 学生関係 奨学金関係 奨学金関係（平成29年度） 福井学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
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2018 福井学習センター 学生関係 奨学金関係 奨学金関係（平成30年度） 福井学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2019 福井学習センター 学生関係 奨学金関係 奨学金関係（令和元年度） 福井学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2017 福井学習センター 学生関係 Open Forum 申込関係 Open Forum 申込関係（平成29年度） 福井学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2018 福井学習センター 学生関係 Open Forum 申込関係 Open Forum 申込関係（平成30年度） 福井学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2019 福井学習センター 学生関係 Open Forum 申込関係 Open Forum 申込関係（令和元年度） 福井学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2015 福井学習センター 証明書 各種証明書発行交付願 各種証明書発行交付願（平成27年度） 福井学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2016 福井学習センター 証明書 各種証明書発行交付願 各種証明書発行交付願（平成28年度） 福井学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2017 福井学習センター 証明書 各種証明書発行交付願 各種証明書発行交付願（平成29年度） 福井学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2018 福井学習センター 証明書 各種証明書発行交付願 各種証明書発行交付願（平成30年度） 福井学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2019 福井学習センター 証明書 各種証明書発行交付願 各種証明書発行交付願（令和元年度） 福井学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2015 福井学習センター 証明書 証明書発行簿・台帳（教養学部） 証明書発行簿・台帳（教養学部）（平成27年度） 福井学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2016 福井学習センター 証明書 証明書発行簿・台帳（教養学部） 証明書発行簿・台帳（教養学部）（平成28年度） 福井学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2017 福井学習センター 証明書 証明書発行簿・台帳（教養学部） 証明書発行簿・台帳（教養学部）（平成29年度） 福井学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2018 福井学習センター 証明書 証明書発行簿・台帳（教養学部） 証明書発行簿・台帳（教養学部）（平成30年度） 福井学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2019 福井学習センター 証明書 証明書発行簿・台帳（教養学部） 証明書発行簿・台帳（教養学部）（令和元年度） 福井学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2015 福井学習センター 証明書 証明書発行簿・台帳（大学院） 証明書発行簿・台帳（大学院）（平成27年度） 福井学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2016 福井学習センター 証明書 証明書発行簿・台帳（大学院） 証明書発行簿・台帳（大学院）（平成28年度） 福井学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2017 福井学習センター 証明書 証明書発行簿・台帳（大学院） 証明書発行簿・台帳（大学院）（平成29年度） 福井学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2018 福井学習センター 証明書 証明書発行簿・台帳（大学院） 証明書発行簿・台帳（大学院）（平成30年度） 福井学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2019 福井学習センター 証明書 証明書発行簿・台帳（大学院） 証明書発行簿・台帳（大学院）（令和元年度） 福井学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2017 福井学習センター 証明書 学割証（JR）発行管理台帳 学割証（JR）発行管理台帳（平成29年度） 福井学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2018 福井学習センター 証明書 学割証（JR）発行管理台帳 学割証（JR）発行管理台帳（平成30年度） 福井学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2019 福井学習センター 証明書 学割証（JR）発行管理台帳 学割証（JR）発行管理台帳（令和元年度） 福井学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2017 福井学習センター 証明書 学割証発行願 学割証発行願（平成29年度） 福井学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2018 福井学習センター 証明書 学割証発行願 学割証発行願（平成30年度） 福井学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2019 福井学習センター 証明書 学割証発行願 学割証発行願（令和元年度） 福井学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2015 福井学習センター 証明書 学校指定に関する書類 学校指定に関する書類（平成27年度） 福井学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2016 福井学習センター 証明書 学校指定に関する書類 学校指定に関する書類（平成28年度） 福井学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2017 福井学習センター 証明書 学校指定に関する書類 学校指定に関する書類（平成29年度） 福井学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2015 福井学習センター 入試 大学院小論文試験 大学院小論文試験（平成27年度） 福井学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2016 福井学習センター 入試 大学院小論文試験 大学院小論文試験（平成28年度） 福井学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2017 福井学習センター 入試 大学院小論文試験 大学院小論文試験（平成29年度） 福井学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2018 福井学習センター 入試 大学院小論文試験 大学院小論文試験（平成30年度） 福井学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2019 福井学習センター 入試 大学院小論文試験 大学院小論文試験（令和元年度） 福井学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2015 福井学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験（受験者名簿を含む。） 単位認定試験（受験者名簿を含む。）（平成27年度１・2学期） 福井学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2016 福井学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験（受験者名簿を含む。） 単位認定試験（受験者名簿を含む。）（平成28年度１・2学期） 福井学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2017 福井学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験（受験者名簿を含む。） 単位認定試験（受験者名簿を含む。）（平成29年度１・2学期） 福井学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2018 福井学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験（受験者名簿を含む。） 単位認定試験（受験者名簿を含む。）（平成30年度１・2学期） 福井学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2019 福井学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験（受験者名簿を含む。） 単位認定試験（受験者名簿を含む。）（令和元年度１・2学期） 福井学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2015 福井学習センター 単位認定試験関係 夏季集中型単位認定試験 夏季集中型単位認定試験（平成27年度） 福井学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2016 福井学習センター 単位認定試験関係 夏季集中型単位認定試験 夏季集中型単位認定試験（平成28年度） 福井学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2017 福井学習センター 単位認定試験関係 夏季集中型単位認定試験 夏季集中型単位認定試験（平成29年度） 福井学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2018 福井学習センター 単位認定試験関係 夏季集中型単位認定試験 夏季集中型単位認定試験（平成30年度） 福井学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2019 福井学習センター 単位認定試験関係 夏季集中型単位認定試験 夏季集中型単位認定試験（令和元年度） 福井学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2010 福井学習センター 会計 年間契約原義書 年間契約原義書（平成22年度） 福井学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2011 福井学習センター 会計 年間契約原義書 年間契約原義書（平成23年度） 福井学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2012 福井学習センター 会計 年間契約原義書 年間契約原義書（平成24年度） 福井学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2013 福井学習センター 会計 年間契約原義書 年間契約原義書（平成25年度） 福井学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2014 福井学習センター 会計 年間契約原義書 年間契約原義書（平成26年度） 福井学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2015 福井学習センター 会計 年間契約原義書 年間契約原義書（平成27年度） 福井学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2016 福井学習センター 会計 年間契約原義書 年間契約原義書（平成28年度） 福井学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2017 福井学習センター 会計 年間契約原義書 年間契約原義書（平成29年度） 福井学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2018 福井学習センター 会計 年間契約原義書 年間契約原義書（平成30年度） 福井学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2019 福井学習センター 会計 年間契約原義書 年間契約原義書（令和元年度） 福井学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2010 福井学習センター 会計 前渡資金報告書 前渡資金要求書（平成22年度） 福井学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2011 福井学習センター 会計 前渡資金報告書 前渡資金要求書（平成23年度） 福井学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2012 福井学習センター 会計 前渡資金報告書 前渡資金要求書（平成24年度） 福井学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2010 福井学習センター 会計 前渡資金報告書 前渡資金報告書（平成22年度） 福井学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2011 福井学習センター 会計 前渡資金報告書 前渡資金報告書（平成23年度） 福井学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2012 福井学習センター 会計 前渡資金報告書 前渡資金報告書（平成24年度） 福井学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2018 福井学習センター 会計 前渡資金報告書 前渡資金関係書類（平成30年度） 福井学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2019 福井学習センター 会計 前渡資金報告書 前渡資金関係書類（令和元年度） 福井学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2010 福井学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等受払簿（平成22年度） 福井学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2011 福井学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等受払簿（平成23年度） 福井学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2012 福井学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等受払簿（平成24年度） 福井学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2013 福井学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等受払簿（平成25年度） 福井学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2014 福井学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等受払簿（平成26年度） 福井学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2015 福井学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等受払簿（平成27年度） 福井学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2016 福井学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等受払簿（平成28年度） 福井学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
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2017 福井学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等受払簿（平成29年度） 福井学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2018 福井学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等受払簿（平成30年度） 福井学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2019 福井学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等受払簿（令和元年度） 福井学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2010 福井学習センター 会計 現金出納簿 現金出納簿（平成22年度） 福井学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2011 福井学習センター 会計 現金出納簿 現金出納簿（平成23年度） 福井学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2012 福井学習センター 会計 現金出納簿 現金出納簿（平成24年度） 福井学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2013 福井学習センター 会計 現金出納簿 現金出納簿（平成25年度） 福井学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2014 福井学習センター 会計 現金出納簿 現金出納簿（平成26年度） 福井学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2015 福井学習センター 会計 現金出納簿 現金出納簿（平成27年度） 福井学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2016 福井学習センター 会計 現金出納簿 現金出納簿（平成28年度） 福井学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2017 福井学習センター 会計 現金出納簿 現金出納簿（平成29年度） 福井学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2018 福井学習センター 会計 現金出納簿 現金出納簿（平成30年度） 福井学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2019 福井学習センター 会計 現金出納簿 現金出納簿（令和元年度） 福井学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2010 福井学習センター 会計 現金払込 現金払込（平成22年度） 福井学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2011 福井学習センター 会計 現金払込 現金払込（平成23年度） 福井学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2012 福井学習センター 会計 現金払込 現金払込（平成24年度） 福井学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2013 福井学習センター 会計 現金払込 現金払込（平成25年度） 福井学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2014 福井学習センター 会計 現金払込 現金払込（平成26年度） 福井学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2015 福井学習センター 会計 現金払込 現金払込（平成27年度） 福井学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2016 福井学習センター 会計 現金払込 現金払込（平成28年度） 福井学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2017 福井学習センター 会計 現金払込 現金払込（平成29年度） 福井学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2018 福井学習センター 会計 現金払込 現金払込（平成30年度） 福井学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2019 福井学習センター 会計 現金払込 現金払込（令和元年度） 福井学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2010 福井学習センター 会計 会計関係 会計関係（平成22年度） 福井学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2011 福井学習センター 会計 会計関係 会計関係（平成23年度） 福井学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2012 福井学習センター 会計 会計関係 会計関係（平成24年度） 福井学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2013 福井学習センター 会計 会計関係 会計関係（平成25年度） 福井学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2014 福井学習センター 会計 会計関係 会計関係（平成26年度） 福井学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2015 福井学習センター 会計 会計関係 会計関係（平成27年度） 福井学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2016 福井学習センター 会計 会計関係 会計関係（平成28年度） 福井学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2017 福井学習センター 会計 会計関係 会計関係（平成29年度） 福井学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2018 福井学習センター 会計 会計関係 会計関係（平成30年度） 福井学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2019 福井学習センター 会計 会計関係 会計関係（令和元年度） 福井学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2010 福井学習センター 会計 歳出証拠書類綴 歳出証拠書類綴（平成22年度） 福井学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2011 福井学習センター 会計 歳出証拠書類綴 歳出証拠書類綴（平成23年度） 福井学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2012 福井学習センター 会計 歳出証拠書類綴 歳出証拠書類綴（平成24年度） 福井学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2013 福井学習センター 会計 歳出証拠書類綴 歳出証拠書類綴（平成25年度） 福井学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2014 福井学習センター 会計 歳出証拠書類綴 歳出証拠書類綴（平成26年度） 福井学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2015 福井学習センター 会計 歳出証拠書類綴 歳出証拠書類綴（平成27年度） 福井学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2016 福井学習センター 会計 歳出証拠書類綴 歳出証拠書類綴（平成28年度） 福井学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2017 福井学習センター 会計 歳出証拠書類綴 歳出証拠書類綴（平成29年度） 福井学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2018 福井学習センター 会計 歳出証拠書類綴 歳出証拠書類綴（平成30年度） 福井学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2019 福井学習センター 会計 歳出証拠書類綴 歳出証拠書類綴（令和元年度） 福井学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2010 福井学習センター 会計 前渡資金出納簿 前渡資金出納簿（平成22年度） 福井学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2011 福井学習センター 会計 前渡資金出納簿 前渡資金出納簿（平成23年度） 福井学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2012 福井学習センター 会計 前渡資金出納簿 前渡資金出納簿（平成24年度） 福井学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2013 福井学習センター 会計 前渡資金出納簿 前渡資金出納簿（平成25年度） 福井学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2014 福井学習センター 会計 前渡資金出納簿 前渡資金出納簿（平成26年度） 福井学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2015 福井学習センター 会計 前渡資金出納簿 前渡資金出納簿（平成27年度） 福井学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2016 福井学習センター 会計 前渡資金出納簿 前渡資金出納簿（平成28年度） 福井学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2017 福井学習センター 会計 前渡資金出納簿 前渡資金出納簿（平成29年度） 福井学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2018 福井学習センター 会計 前渡資金出納簿 前渡資金出納簿（平成30年度） 福井学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2019 福井学習センター 会計 前渡資金出納簿 前渡資金出納簿（令和元年度） 福井学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2010 福井学習センター 会計 予算執行計画書・予算示達書 予算執行計画書・予算示達書（平成22年度） 福井学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2011 福井学習センター 会計 予算執行計画書・予算示達書 予算執行計画書・予算示達書（平成23年度） 福井学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2012 福井学習センター 会計 予算執行計画書・予算示達書 予算執行計画書・予算示達書（平成24年度） 福井学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2013 福井学習センター 会計 予算執行計画書・予算示達書 予算執行計画書・予算示達書（平成25年度） 福井学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2014 福井学習センター 会計 予算執行計画書・予算示達書 予算執行計画書・予算示達書（平成26年度） 福井学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2015 福井学習センター 会計 予算執行計画書・予算示達書 予算執行計画書・予算示達書（平成27年度） 福井学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2016 福井学習センター 会計 予算執行計画書・予算示達書 予算執行計画書・予算示達書（平成28年度） 福井学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2017 福井学習センター 会計 予算執行計画書・予算示達書 予算執行計画書・予算示達書（平成29年度） 福井学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2018 福井学習センター 会計 予算執行計画書・予算示達書 予算執行計画書・予算示達書（平成30年度） 福井学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2019 福井学習センター 会計 予算執行計画書・予算示達書 予算執行計画書・予算示達書（令和元年度） 福井学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2010 福井学習センター 会計 料金後納郵便物差出表 料金後納郵便物差出表（平成22年度） 福井学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2011 福井学習センター 会計 料金後納郵便物差出表 料金後納郵便物差出表（平成23年度） 福井学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2012 福井学習センター 会計 料金後納郵便物差出表 料金後納郵便物差出表（平成24年度） 福井学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2013 福井学習センター 会計 料金後納郵便物差出表 料金後納郵便物差出表（平成25年度） 福井学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2014 福井学習センター 会計 料金後納郵便物差出表 料金後納郵便物差出表（平成26年度） 福井学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2015 福井学習センター 会計 料金後納郵便物差出表 料金後納郵便物差出表（平成27年度） 福井学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
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2016 福井学習センター 会計 料金後納郵便物差出表 料金後納郵便物差出表（平成28年度） 福井学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2017 福井学習センター 会計 料金後納郵便物差出表 料金後納郵便物差出表（平成29年度） 福井学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2018 福井学習センター 会計 料金後納郵便物差出表 料金後納郵便物差出表（平成30年度） 福井学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2019 福井学習センター 会計 料金後納郵便物差出表 料金後納郵便物差出表（令和元年度） 福井学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2010 福井学習センター 会計 金種表 金種表（平成22年度） 福井学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2011 福井学習センター 会計 金種表 金種表（平成23年度） 福井学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2012 福井学習センター 会計 金種表 金種表（平成24年度） 福井学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2013 福井学習センター 会計 金種表 金種表（平成25年度） 福井学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2014 福井学習センター 会計 金種表 金種表（平成26年度） 福井学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2015 福井学習センター 会計 金種表 金種表（平成27年度） 福井学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2016 福井学習センター 会計 金種表 金種表（平成28年度） 福井学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2017 福井学習センター 会計 金種表 金種表（平成29年度） 福井学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2018 福井学習センター 会計 金種表 金種表（平成30年度） 福井学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2019 福井学習センター 会計 金種表 金種表（令和元年度） 福井学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2017 福井学習センター 施設 アオッサ催事案内掲示使用届出承認書 アオッサ催事案内掲示使用届出承認書（平成29年度） 福井学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2018 福井学習センター 施設 アオッサ催事案内掲示使用届出承認書 アオッサ催事案内掲示使用届出承認書（平成30年度） 福井学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
2019 福井学習センター 施設 アオッサ催事案内掲示使用届出承認書 アオッサ催事案内掲示使用届出承認書（令和元年度） 福井学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 福井学習センター 福井学習センター事務長 廃棄
1998 山梨学習センター 式典 周年記念誌 開設10周年記念誌 山梨学習センター事務長 1999/4/1 無期限 紙 山梨学習センター 山梨学習センター事務長 廃棄
2018 山梨学習センター 式典 周年記念誌 開設30周年記念誌 山梨学習センター事務長 2019/4/1 無期限 紙 山梨学習センター 山梨学習センター事務長 廃棄
2010 山梨学習センター 式典 入学者の集い・学位記授与式 入学者の集い・学位記授与式（平成22年度） 山梨学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 山梨学習センター 山梨学習センター事務長 廃棄
2011 山梨学習センター 式典 入学者の集い・学位記授与式 入学者の集い・学位記授与式（平成23年度） 山梨学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 山梨学習センター 山梨学習センター事務長 廃棄
2012 山梨学習センター 式典 入学者の集い・学位記授与式 入学者の集い・学位記授与式（平成24年度） 山梨学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 山梨学習センター 山梨学習センター事務長 廃棄
2013 山梨学習センター 式典 入学者の集い・学位記授与式 入学者の集い・学位記授与式（平成25年度） 山梨学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 山梨学習センター 山梨学習センター事務長 廃棄
2014 山梨学習センター 式典 入学者の集い・学位記授与式 入学者の集い・学位記授与式（平成26年度） 山梨学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 山梨学習センター 山梨学習センター事務長 廃棄
2015 山梨学習センター 式典 入学者の集い・学位記授与式 入学者の集い・学位記授与式（平成27年度） 山梨学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 山梨学習センター 山梨学習センター事務長 廃棄
2016 山梨学習センター 式典 入学者の集い・学位記授与式 入学者の集い・学位記授与式（平成28年度） 山梨学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 山梨学習センター 山梨学習センター事務長 廃棄
2017 山梨学習センター 式典 入学者の集い・学位記授与式 入学者の集い・学位記授与式（平成29年度） 山梨学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 山梨学習センター 山梨学習センター事務長 廃棄
2018 山梨学習センター 式典 入学者の集い・学位記授与式 入学者の集い・学位記授与式（平成30年度） 山梨学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 山梨学習センター 山梨学習センター事務長 廃棄
2019 山梨学習センター 式典 入学者の集い・学位記授与式 入学者の集い・学位記授与式（令和元年度） 山梨学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 山梨学習センター 山梨学習センター事務長 廃棄
2017 山梨学習センター 管理運営 危機管理マニュアル関係 危機管理マニュアル関係(平成25年度～） 山梨学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 山梨学習センター 山梨学習センター事務長 廃棄
2018 山梨学習センター 管理運営 危機管理マニュアル関係 危機管理マニュアル関係(平成30年度） 山梨学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 山梨学習センター 山梨学習センター事務長 廃棄
2019 山梨学習センター 管理運営 危機管理マニュアル関係 危機管理マニュアル関係(令和元年度） 山梨学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 山梨学習センター 山梨学習センター事務長 廃棄
2015 山梨学習センター 人事 人事関係綴 人事関係綴（平成27年度） 山梨学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 山梨学習センター 山梨学習センター事務長 廃棄
2016 山梨学習センター 人事 人事関係綴 人事関係綴（平成28年度） 山梨学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 山梨学習センター 山梨学習センター事務長 廃棄
2017 山梨学習センター 人事 人事関係綴 人事関係綴（平成29年度） 山梨学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 山梨学習センター 山梨学習センター事務長 廃棄
2018 山梨学習センター 人事 人事関係綴 人事関係綴（平成30年度） 山梨学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 山梨学習センター 山梨学習センター事務長 廃棄
2019 山梨学習センター 人事 人事関係綴 人事関係綴（令和元年度） 山梨学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 山梨学習センター 山梨学習センター事務長 廃棄
2017 山梨学習センター 諸会議 北関東ブロック会議 北関東ブロック会議（平成29年度） 山梨学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 山梨学習センター 山梨学習センター事務長 廃棄
2018 山梨学習センター 諸会議 北関東ブロック会議 北関東ブロック会議（平成30年度） 山梨学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 山梨学習センター 山梨学習センター事務長 廃棄
2019 山梨学習センター 諸会議 北関東ブロック会議 北関東ブロック会議（令和元年度） 山梨学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 山梨学習センター 山梨学習センター事務長 廃棄
2017 山梨学習センター 諸会議 学習センター職員会議 学習センター職員会議（平成29年度） 山梨学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 山梨学習センター 山梨学習センター事務長 廃棄
2018 山梨学習センター 諸会議 学習センター職員会議 学習センター職員会議（平成30年度） 山梨学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 山梨学習センター 山梨学習センター事務長 廃棄
2019 山梨学習センター 諸会議 学習センター職員会議 学習センター職員会議（令和元年度） 山梨学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 山梨学習センター 山梨学習センター事務長 廃棄
2015 山梨学習センター 広報 センター概要 センター概要（平成27年度） 山梨学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 山梨学習センター 山梨学習センター事務長 廃棄
2016 山梨学習センター 広報 センター概要 センター概要（平成28年度） 山梨学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 山梨学習センター 山梨学習センター事務長 廃棄
2017 山梨学習センター 広報 センター概要 センター概要（平成29年度） 山梨学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 山梨学習センター 山梨学習センター事務長 廃棄
2018 山梨学習センター 広報 センター概要 センター概要（平成30年度） 山梨学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 山梨学習センター 山梨学習センター事務長 廃棄
2019 山梨学習センター 広報 センター概要 センター概要（令和元年度） 山梨学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 山梨学習センター 山梨学習センター事務長 廃棄
2015 山梨学習センター 広報 センター機関紙「おいでなって」 センター機関紙「おいでなって」（平成27年度） 山梨学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 山梨学習センター 山梨学習センター事務長 廃棄
2016 山梨学習センター 広報 センター機関紙「おいでなって」 センター機関紙「おいでなって」（平成28年度） 山梨学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 山梨学習センター 山梨学習センター事務長 廃棄
2017 山梨学習センター 広報 センター機関紙「おいでなって」 センター機関紙「おいでなって」（平成29年度） 山梨学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 山梨学習センター 山梨学習センター事務長 廃棄
2018 山梨学習センター 広報 センター機関紙「おいでなって」 センター機関紙「おいでなって」（平成30年度） 山梨学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 山梨学習センター 山梨学習センター事務長 廃棄
2019 山梨学習センター 広報 センター機関紙「おいでなって」 センター機関紙「おいでなって」（令和元年度） 山梨学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 山梨学習センター 山梨学習センター事務長 廃棄
2015 山梨学習センター 広報 広報資料 広報資料（平成27年度） 山梨学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 山梨学習センター 山梨学習センター事務長 廃棄
2016 山梨学習センター 広報 広報資料 広報資料（平成28年度） 山梨学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 山梨学習センター 山梨学習センター事務長 廃棄
2017 山梨学習センター 広報 広報資料 広報資料（平成29年度） 山梨学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 山梨学習センター 山梨学習センター事務長 廃棄
2018 山梨学習センター 広報 広報資料 広報資料（平成30年度） 山梨学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 山梨学習センター 山梨学習センター事務長 廃棄
2019 山梨学習センター 広報 広報資料 広報資料（令和元年度） 山梨学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 山梨学習センター 山梨学習センター事務長 廃棄
2017 山梨学習センター 広報 学生募集活動計画 平成29年度学生募集活動計画 山梨学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 山梨学習センター 山梨学習センター事務長 廃棄
2018 山梨学習センター 広報 学生募集活動計画 平成30年度学生募集活動計画 山梨学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 山梨学習センター 山梨学習センター事務長 廃棄
2019 山梨学習センター 広報 学生募集活動計画 令和元年度学生募集活動計画 山梨学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 山梨学習センター 山梨学習センター事務長 廃棄
2015 山梨学習センター 広報 公開講座関係 公開講座関係（平成27年度） 山梨学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 山梨学習センター 山梨学習センター事務長 廃棄
2016 山梨学習センター 広報 公開講座関係 公開講座関係（平成28年度） 山梨学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 山梨学習センター 山梨学習センター事務長 廃棄
2017 山梨学習センター 広報 公開講座関係 公開講座関係（平成29年度） 山梨学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 山梨学習センター 山梨学習センター事務長 廃棄
2018 山梨学習センター 広報 公開講座関係 公開講座関係（平成30年度） 山梨学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 山梨学習センター 山梨学習センター事務長 廃棄
2019 山梨学習センター 広報 公開講座関係 公開講座関係（令和元年度） 山梨学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 山梨学習センター 山梨学習センター事務長 廃棄
2010 山梨学習センター 庶務 旅行命令・依頼簿 旅行命令・依頼簿（平成22年度） 山梨学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 山梨学習センター 山梨学習センター事務長 廃棄
2011 山梨学習センター 庶務 旅行命令・依頼簿 旅行命令・依頼簿（平成23年度） 山梨学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 山梨学習センター 山梨学習センター事務長 廃棄
2012 山梨学習センター 庶務 旅行命令・依頼簿 旅行命令・依頼簿（平成24年度） 山梨学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 山梨学習センター 山梨学習センター事務長 廃棄
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措置結果
2013 山梨学習センター 庶務 旅行命令・依頼簿 旅行命令・依頼簿（平成25年度） 山梨学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 山梨学習センター 山梨学習センター事務長 廃棄
2014 山梨学習センター 庶務 旅行命令・依頼簿 旅行命令・依頼簿（平成26年度） 山梨学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 山梨学習センター 山梨学習センター事務長 廃棄
2015 山梨学習センター 庶務 旅行命令・依頼簿 旅行命令・依頼簿（平成27年度） 山梨学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 山梨学習センター 山梨学習センター事務長 廃棄
2016 山梨学習センター 庶務 旅行命令・依頼簿 旅行命令・依頼簿（平成28年度） 山梨学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 山梨学習センター 山梨学習センター事務長 廃棄
2017 山梨学習センター 庶務 旅行命令・依頼簿 旅行命令・依頼簿（平成29年度） 山梨学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 山梨学習センター 山梨学習センター事務長 廃棄
2018 山梨学習センター 庶務 旅行命令・依頼簿 旅行命令・依頼簿（平成30年度） 山梨学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 山梨学習センター 山梨学習センター事務長 廃棄
2019 山梨学習センター 庶務 旅行命令・依頼簿 旅行命令・依頼簿（令和元年度） 山梨学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 山梨学習センター 山梨学習センター事務長 廃棄
2017 山梨学習センター 庶務 文書管理簿 文書管理簿（平成25年度～） 山梨学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 山梨学習センター 山梨学習センター事務長 廃棄
2018 山梨学習センター 庶務 文書管理簿 文書管理簿（平成30年度） 山梨学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 山梨学習センター 山梨学習センター事務長 廃棄
2019 山梨学習センター 庶務 文書管理簿 文書管理簿（令和元年度） 山梨学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 山梨学習センター 山梨学習センター事務長 廃棄
2015 山梨学習センター 庶務 学習センター利用の手引 学習センター利用の手引（平成27年度） 山梨学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 山梨学習センター 山梨学習センター事務長 廃棄
2016 山梨学習センター 庶務 学習センター利用の手引 学習センター利用の手引（平成28年度） 山梨学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 山梨学習センター 山梨学習センター事務長 廃棄
2017 山梨学習センター 庶務 学習センター利用の手引 学習センター利用の手引（平成29年度） 山梨学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 山梨学習センター 山梨学習センター事務長 廃棄
2018 山梨学習センター 庶務 学習センター利用の手引 学習センター利用の手引（平成30年度） 山梨学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 山梨学習センター 山梨学習センター事務長 廃棄
2019 山梨学習センター 庶務 学習センター利用の手引 学習センター利用の手引（令和元年度） 山梨学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 山梨学習センター 山梨学習センター事務長 廃棄
2017 山梨学習センター 庶務 物品管理簿 物品管理簿（平成20年度～） 山梨学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 山梨学習センター 山梨学習センター事務長 廃棄
2018 山梨学習センター 庶務 物品管理簿 物品管理簿（平成30年度） 山梨学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 山梨学習センター 山梨学習センター事務長 廃棄
2019 山梨学習センター 庶務 物品管理簿 物品管理簿（令和元年度） 山梨学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 山梨学習センター 山梨学習センター事務長 廃棄
2015 山梨学習センター 職員 健康診断等関係 健康診断等関係（平成27年度） 山梨学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 山梨学習センター 山梨学習センター事務長 廃棄
2016 山梨学習センター 職員 健康診断等関係 健康診断等関係（平成28年度） 山梨学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 山梨学習センター 山梨学習センター事務長 廃棄
2017 山梨学習センター 職員 健康診断等関係 健康診断等関係（平成29年度） 山梨学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 山梨学習センター 山梨学習センター事務長 廃棄
2018 山梨学習センター 職員 健康診断断関係 健康診断等関係（平成30年度） 山梨学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 山梨学習センター 山梨学習センター事務長 廃棄
2019 山梨学習センター 職員 健康診断断関係 健康診断等関係（令和元年度） 山梨学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 山梨学習センター 山梨学習センター事務長 廃棄
2017 山梨学習センター 職員 勤務時間割振簿 勤務時間割振簿（平成29年度） 山梨学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 山梨学習センター 山梨学習センター事務長 廃棄
2018 山梨学習センター 職員 勤務時間割振簿 勤務時間割振簿（平成30年度） 山梨学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 山梨学習センター 山梨学習センター事務長 廃棄
2019 山梨学習センター 職員 勤務時間割振簿 勤務時間割振簿（令和元年度） 山梨学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 山梨学習センター 山梨学習センター事務長 廃棄
2017 山梨学習センター 職員 勤務時間報告書 勤務時間報告書（平成29年度） 山梨学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 山梨学習センター 山梨学習センター事務長 廃棄
2018 山梨学習センター 職員 勤務時間報告書 勤務時間報告書（平成30年度） 山梨学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 山梨学習センター 山梨学習センター事務長 廃棄
2019 山梨学習センター 職員 勤務時間報告書 勤務時間報告書（令和元年度） 山梨学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 山梨学習センター 山梨学習センター事務長 廃棄
2017 山梨学習センター 職員 出勤簿 出勤簿（平成29年度） 山梨学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 山梨学習センター 山梨学習センター事務長 廃棄
2018 山梨学習センター 職員 出勤簿 出勤簿（平成30年度） 山梨学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 山梨学習センター 山梨学習センター事務長 廃棄
2019 山梨学習センター 職員 出勤簿 出勤簿（令和元年度） 山梨学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 山梨学習センター 山梨学習センター事務長 廃棄
2017 山梨学習センター 職員 休暇簿 休暇簿（平成29年度） 山梨学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 山梨学習センター 山梨学習センター事務長 廃棄
2018 山梨学習センター 職員 休暇簿 休暇簿（平成30年度） 山梨学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 山梨学習センター 山梨学習センター事務長 廃棄
2019 山梨学習センター 職員 休暇簿 休暇簿（令和元年度） 山梨学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 山梨学習センター 山梨学習センター事務長 廃棄
2017 山梨学習センター 職員 諸手当認定簿・現況届 諸手当認定簿・現況届（平成27年度～） 山梨学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 山梨学習センター 山梨学習センター事務長 廃棄
2018 山梨学習センター 職員 諸手当認定簿・現況届 諸手当認定簿・現況届（平成30年度） 山梨学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 山梨学習センター 山梨学習センター事務長 廃棄
2019 山梨学習センター 職員 諸手当認定簿・現況届 諸手当認定簿・現況届（令和元年度） 山梨学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 山梨学習センター 山梨学習センター事務長 廃棄
2017 山梨学習センター 職員 兼業関係 兼業関係（平成27年度～） 山梨学習センター事務長 2018/4/1 3年（兼業終了後） 紙 山梨学習センター 山梨学習センター事務長 廃棄
2018 山梨学習センター 職員 兼業関係 兼業関係（平成30年度） 山梨学習センター事務長 2019/4/1 3年（兼業終了後） 紙 山梨学習センター 山梨学習センター事務長 廃棄
2015 山梨学習センター 面接授業 面接授業 面接授業（平成27年度） 山梨学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 山梨学習センター 山梨学習センター事務長 廃棄
2016 山梨学習センター 面接授業 面接授業 面接授業（平成28年度） 山梨学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 山梨学習センター 山梨学習センター事務長 廃棄
2017 山梨学習センター 面接授業 面接授業 面接授業（平成29年度） 山梨学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 山梨学習センター 山梨学習センター事務長 廃棄
2018 山梨学習センター 面接授業 面接授業 面接授業（平成30年度） 山梨学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 山梨学習センター 山梨学習センター事務長 廃棄
2019 山梨学習センター 面接授業 面接授業 面接授業（令和元年度） 山梨学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 山梨学習センター 山梨学習センター事務長 廃棄
2015 山梨学習センター 教務関係 教員免許更新講習関係 教員免許更新講習関係（平成27年度） 山梨学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 山梨学習センター 山梨学習センター事務長 廃棄
2016 山梨学習センター 教務関係 教員免許更新講習関係 教員免許更新講習関係（平成28年度） 山梨学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 山梨学習センター 山梨学習センター事務長 廃棄
2017 山梨学習センター 教務関係 教員免許更新講習関係 教員免許更新講習関係（平成29年度） 山梨学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 山梨学習センター 山梨学習センター事務長 廃棄
2018 山梨学習センター 教務関係 教員免許更新講習関係 教員免許更新講習関係（平成30年度） 山梨学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 山梨学習センター 山梨学習センター事務長 廃棄
2019 山梨学習センター 教務関係 教員免許更新講習関係 教員免許更新講習関係（令和元年度） 山梨学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 山梨学習センター 山梨学習センター事務長 廃棄
2017 山梨学習センター 学生関係 学籍関係 学籍関係（平成25年度～） 山梨学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 山梨学習センター 山梨学習センター事務長 廃棄
2018 山梨学習センター 学生関係 学籍関係 学籍関係（平成30年度） 山梨学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 山梨学習センター 山梨学習センター事務長 廃棄
2019 山梨学習センター 学生関係 学籍関係 学籍関係（令和元年度） 山梨学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 山梨学習センター 山梨学習センター事務長 廃棄
2015 山梨学習センター 学生関係 学生研修旅行 学生研修旅行（平成27年度） 山梨学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 山梨学習センター 山梨学習センター事務長 廃棄
2016 山梨学習センター 学生関係 学生研修旅行 学生研修旅行（平成28年度） 山梨学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 山梨学習センター 山梨学習センター事務長 廃棄
2017 山梨学習センター 学生関係 学生研修旅行 学生研修旅行（平成29年度） 山梨学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 山梨学習センター 山梨学習センター事務長 廃棄
2018 山梨学習センター 学生関係 学生研修旅行 学生研修旅行（平成30年度） 山梨学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 山梨学習センター 山梨学習センター事務長 廃棄
2019 山梨学習センター 学生関係 学生研修旅行 学生研修旅行（令和元年度） 山梨学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 山梨学習センター 山梨学習センター事務長 廃棄
2017 山梨学習センター 学生関係 学生団体手続 学生サークル関係書類綴（平成25年度～） 山梨学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 山梨学習センター 山梨学習センター事務長 廃棄
2018 山梨学習センター 学生関係 学生団体手続 学生サークル関係書類綴（平成30年度） 山梨学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 山梨学習センター 山梨学習センター事務長 廃棄
2019 山梨学習センター 学生関係 学生団体手続 学生サークル関係書類綴（令和元年度） 山梨学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 山梨学習センター 山梨学習センター事務長 廃棄
2017 山梨学習センター 学生関係 奨学金関係 奨学金関係書類綴（平成25年度～） 山梨学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 山梨学習センター 山梨学習センター事務長 廃棄
2018 山梨学習センター 学生関係 奨学金関係 奨学金関係書類綴（平成30年度） 山梨学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 山梨学習センター 山梨学習センター事務長 廃棄
2019 山梨学習センター 学生関係 奨学金関係 奨学金関係書類綴（令和元年度） 山梨学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 山梨学習センター 山梨学習センター事務長 廃棄
2015 山梨学習センター 証明書 証明書交付願 証明書交付願（平成27年度） 山梨学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 山梨学習センター 山梨学習センター事務長 廃棄
2016 山梨学習センター 証明書 証明書交付願 証明書交付願（平成28年度） 山梨学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 山梨学習センター 山梨学習センター事務長 廃棄
2017 山梨学習センター 証明書 証明書交付願 証明書交付願（平成29年度） 山梨学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 山梨学習センター 山梨学習センター事務長 廃棄
2018 山梨学習センター 証明書 証明書交付願 証明書交付願（平成30年度） 山梨学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 山梨学習センター 山梨学習センター事務長 廃棄
2019 山梨学習センター 証明書 証明書交付願 証明書交付願（令和元年度） 山梨学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 山梨学習センター 山梨学習センター事務長 廃棄
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2017 山梨学習センター 証明書 学割証発行事務 学割証発行事務（平成29年度） 山梨学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 山梨学習センター 山梨学習センター事務長 廃棄
2018 山梨学習センター 証明書 学割賞発行事務 学割証発行事務（平成30年度） 山梨学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 山梨学習センター 山梨学習センター事務長 廃棄
2019 山梨学習センター 証明書 学割賞発行事務 学割証発行事務（令和元年度） 山梨学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 山梨学習センター 山梨学習センター事務長 廃棄
2015 山梨学習センター 入試 大学院入学試験 大学院入学試験（平成27年度） 山梨学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 山梨学習センター 山梨学習センター事務長 廃棄
2016 山梨学習センター 入試 大学院入学試験 大学院入学試験（平成28年度） 山梨学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 山梨学習センター 山梨学習センター事務長 廃棄
2017 山梨学習センター 入試 大学院入学試験 大学院入学試験（平成29年度） 山梨学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 山梨学習センター 山梨学習センター事務長 廃棄
2018 山梨学習センター 入試 大学院入学試験 大学院入学試験（平成30年度） 山梨学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 山梨学習センター 山梨学習センター事務長 廃棄
2019 山梨学習センター 入試 大学院入学試験 大学院入学試験（令和元年度） 山梨学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 山梨学習センター 山梨学習センター事務長 廃棄
2015 山梨学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験 単位認定試験（平成27年度） 山梨学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 山梨学習センター 山梨学習センター事務長 廃棄
2016 山梨学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験 単位認定試験（平成28年度） 山梨学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 山梨学習センター 山梨学習センター事務長 廃棄
2017 山梨学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験 単位認定試験（平成29年度） 山梨学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 山梨学習センター 山梨学習センター事務長 廃棄
2018 山梨学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験 単位認定試験（平成30年度） 山梨学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 山梨学習センター 山梨学習センター事務長 廃棄
2019 山梨学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験 単位認定試験（令和元年度） 山梨学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 山梨学習センター 山梨学習センター事務長 廃棄
2017 山梨学習センター 図書・視聴 文献複写申込書 文献複写申込書（平成29年度） 山梨学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 山梨学習センター 山梨学習センター事務長 廃棄
2018 山梨学習センター 図書・視聴 文献複写申込書 文献複写申込書（平成30年度） 山梨学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 山梨学習センター 山梨学習センター事務長 廃棄
2019 山梨学習センター 図書・視聴 文献複写申込書 文献複写申込書（令和元年度） 山梨学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 山梨学習センター 山梨学習センター事務長 廃棄
2010 山梨学習センター 会計 現金出納簿 現金出納簿（平成22年度） 山梨学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 山梨学習センター 山梨学習センター事務長 廃棄
2011 山梨学習センター 会計 現金出納簿 現金出納簿（平成23年度） 山梨学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 山梨学習センター 山梨学習センター事務長 廃棄
2012 山梨学習センター 会計 現金出納簿 現金出納簿（平成24年度） 山梨学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 山梨学習センター 山梨学習センター事務長 廃棄
2013 山梨学習センター 会計 現金出納簿 現金出納簿（平成25年度） 山梨学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 山梨学習センター 山梨学習センター事務長 廃棄
2014 山梨学習センター 会計 現金出納簿 現金出納簿（平成26年度） 山梨学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 山梨学習センター 山梨学習センター事務長 廃棄
2015 山梨学習センター 会計 現金出納簿 現金出納簿（平成27年度） 山梨学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 山梨学習センター 山梨学習センター事務長 廃棄
2016 山梨学習センター 会計 現金出納簿 現金出納簿（平成28年度） 山梨学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 山梨学習センター 山梨学習センター事務長 廃棄
2017 山梨学習センター 会計 現金出納簿 現金出納簿（平成29年度） 山梨学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 山梨学習センター 山梨学習センター事務長 廃棄
2018 山梨学習センター 会計 現金出納簿 現金出納簿（平成30年度） 山梨学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 山梨学習センター 山梨学習センター事務長 廃棄
2019 山梨学習センター 会計 現金出納簿 現金出納簿（令和元年度） 山梨学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 山梨学習センター 山梨学習センター事務長 廃棄
2010 山梨学習センター 会計 物品取得及び修繕（役務）請求書 物品取得及び修繕（役務）請求書（平成22年度） 山梨学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 山梨学習センター 山梨学習センター事務長 廃棄
2011 山梨学習センター 会計 物品取得及び修繕（役務）請求書 物品取得及び修繕（役務）請求書（平成23年度） 山梨学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 山梨学習センター 山梨学習センター事務長 廃棄
2012 山梨学習センター 会計 物品取得及び修繕（役務）請求書 物品取得及び修繕（役務）請求書（平成24年度） 山梨学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 山梨学習センター 山梨学習センター事務長 廃棄
2013 山梨学習センター 会計 物品取得及び修繕（役務）請求書 物品取得及び修繕（役務）請求書（平成25年度） 山梨学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 山梨学習センター 山梨学習センター事務長 廃棄
2014 山梨学習センター 会計 物品取得及び修繕（役務）請求書 物品取得及び修繕（役務）請求書（平成26年度） 山梨学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 山梨学習センター 山梨学習センター事務長 廃棄
2015 山梨学習センター 会計 物品取得及び修繕（役務）請求書 物品取得及び修繕（役務）請求書（平成27年度） 山梨学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 山梨学習センター 山梨学習センター事務長 廃棄
2016 山梨学習センター 会計 物品取得及び修繕（役務）請求書 物品取得及び修繕（役務）請求書（平成28年度） 山梨学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 山梨学習センター 山梨学習センター事務長 廃棄
2017 山梨学習センター 会計 物品取得及び修繕（役務）請求書 物品取得及び修繕（役務）請求書（平成29年度） 山梨学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 山梨学習センター 山梨学習センター事務長 廃棄
2018 山梨学習センター 会計 物品取得及び修繕（役務）請求書 物品取得及び修繕（役務）請求書（平成30年度） 山梨学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 山梨学習センター 山梨学習センター事務長 廃棄
2019 山梨学習センター 会計 物品取得及び修繕（役務）請求書 物品取得及び修繕（役務）請求書（令和元年度） 山梨学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 山梨学習センター 山梨学習センター事務長 廃棄
2010 山梨学習センター 会計 郵便切手受払簿 郵便切手受払簿（平成22年度） 山梨学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 山梨学習センター 山梨学習センター事務長 廃棄
2011 山梨学習センター 会計 郵便切手受払簿 郵便切手受払簿（平成23年度） 山梨学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 山梨学習センター 山梨学習センター事務長 廃棄
2012 山梨学習センター 会計 郵便切手受払簿 郵便切手受払簿（平成24年度） 山梨学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 山梨学習センター 山梨学習センター事務長 廃棄
2013 山梨学習センター 会計 郵便切手受払簿 郵便切手受払簿（平成25年度） 山梨学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 山梨学習センター 山梨学習センター事務長 廃棄
2014 山梨学習センター 会計 郵便切手受払簿 郵便切手受払簿（平成26年度） 山梨学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 山梨学習センター 山梨学習センター事務長 廃棄
2015 山梨学習センター 会計 郵便切手受払簿 郵便切手受払簿（平成27年度） 山梨学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 山梨学習センター 山梨学習センター事務長 廃棄
2016 山梨学習センター 会計 郵便切手受払簿 郵便切手受払簿（平成28年度） 山梨学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 山梨学習センター 山梨学習センター事務長 廃棄
2017 山梨学習センター 会計 郵便切手受払簿 郵便切手受払簿（平成29年度） 山梨学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 山梨学習センター 山梨学習センター事務長 廃棄
2018 山梨学習センター 会計 郵便切手受払簿 郵便切手受払簿（平成30年度） 山梨学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 山梨学習センター 山梨学習センター事務長 廃棄
2019 山梨学習センター 会計 郵便切手受払簿 郵便切手受払簿（令和元年度） 山梨学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 山梨学習センター 山梨学習センター事務長 廃棄
2010 山梨学習センター 会計 前途資金出納簿 前途資金出納簿（平成22年度） 山梨学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 山梨学習センター 山梨学習センター事務長 廃棄
2011 山梨学習センター 会計 前途資金出納簿 前途資金出納簿（平成23年度） 山梨学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 山梨学習センター 山梨学習センター事務長 廃棄
2017 山梨学習センター 会計 前途資金出納簿 前途資金出納簿（平成24年度～） 山梨学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 山梨学習センター 山梨学習センター事務長 廃棄
2018 山梨学習センター 会計 前途資金出納簿 前途資金出納簿（平成30年度） 山梨学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 山梨学習センター 山梨学習センター事務長 廃棄
2019 山梨学習センター 会計 前途資金出納簿 前途資金出納簿（令和元年度） 山梨学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 山梨学習センター 山梨学習センター事務長 廃棄
2010 山梨学習センター 会計 前途資金要求書・精算書 前途資金要求書・精算書（平成22年度） 山梨学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 山梨学習センター 山梨学習センター事務長 廃棄
2011 山梨学習センター 会計 前途資金要求書・精算書 前途資金要求書・精算書（平成23年度） 山梨学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 山梨学習センター 山梨学習センター事務長 廃棄
2012 山梨学習センター 会計 前途資金要求書・精算書 前途資金要求書・精算書（平成24年度） 山梨学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 山梨学習センター 山梨学習センター事務長 廃棄
2010 山梨学習センター 会計 予算示達書・予算執行計画書 予算示達書・予算執行計画書（平成22年度） 山梨学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 山梨学習センター 山梨学習センター事務長 廃棄
2011 山梨学習センター 会計 予算示達書・予算執行計画書 予算示達書・予算執行計画書（平成23年度） 山梨学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 山梨学習センター 山梨学習センター事務長 廃棄
2012 山梨学習センター 会計 予算示達書・予算執行計画書 予算示達書・予算執行計画書（平成24年度） 山梨学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 山梨学習センター 山梨学習センター事務長 廃棄
2013 山梨学習センター 会計 予算示達書・予算執行計画書 予算示達書・予算執行計画書（平成25年度） 山梨学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 山梨学習センター 山梨学習センター事務長 廃棄
2014 山梨学習センター 会計 予算示達書・予算執行計画書 予算示達書・予算執行計画書（平成26年度） 山梨学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 山梨学習センター 山梨学習センター事務長 廃棄
2015 山梨学習センター 会計 予算示達書・予算執行計画書 予算示達書・予算執行計画書（平成27年度） 山梨学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 山梨学習センター 山梨学習センター事務長 廃棄
2016 山梨学習センター 会計 予算示達書・予算執行計画書 予算示達書・予算執行計画書（平成28年度） 山梨学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 山梨学習センター 山梨学習センター事務長 廃棄
2017 山梨学習センター 会計 予算示達書・予算執行計画書 予算示達書・予算執行計画書（平成29年度） 山梨学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 山梨学習センター 山梨学習センター事務長 廃棄
2018 山梨学習センター 会計 予算示達書・予算執行計画書 予算示達書・予算執行計画書（平成30年度） 山梨学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 山梨学習センター 山梨学習センター事務長 廃棄
2019 山梨学習センター 会計 予算示達書・予算執行計画書 予算示達書・予算執行計画書（令和元年度） 山梨学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 山梨学習センター 山梨学習センター事務長 廃棄
2010 山梨学習センター 会計 予算差引簿 予算差引簿（平成22年度） 山梨学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 山梨学習センター 山梨学習センター事務長 廃棄
2011 山梨学習センター 会計 予算差引簿 予算差引簿（平成23年度） 山梨学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 山梨学習センター 山梨学習センター事務長 廃棄
2012 山梨学習センター 会計 予算差引簿 予算差引簿（平成24年度） 山梨学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 山梨学習センター 山梨学習センター事務長 廃棄
2013 山梨学習センター 会計 予算差引簿 予算差引簿（平成25年度） 山梨学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 山梨学習センター 山梨学習センター事務長 廃棄
2014 山梨学習センター 会計 予算差引簿 予算差引簿（平成26年度） 山梨学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 山梨学習センター 山梨学習センター事務長 廃棄
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2015 山梨学習センター 会計 予算差引簿 予算差引簿（平成27年度） 山梨学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 山梨学習センター 山梨学習センター事務長 廃棄
2016 山梨学習センター 会計 予算差引簿 予算差引簿（平成28年度） 山梨学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 山梨学習センター 山梨学習センター事務長 廃棄
2017 山梨学習センター 会計 予算差引簿 予算差引簿（平成29年度） 山梨学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 山梨学習センター 山梨学習センター事務長 廃棄
2018 山梨学習センター 会計 予算差引簿 予算差引簿（平成30年度） 山梨学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 山梨学習センター 山梨学習センター事務長 廃棄
2019 山梨学習センター 会計 予算差引簿 予算差引簿（令和元年度） 山梨学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 山梨学習センター 山梨学習センター事務長 廃棄
2010 山梨学習センター 会計 現金払込書 現金払込書（平成22年度） 山梨学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 山梨学習センター 山梨学習センター事務長 廃棄
2011 山梨学習センター 会計 現金払込書 現金払込書（平成23年度） 山梨学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 山梨学習センター 山梨学習センター事務長 廃棄
2012 山梨学習センター 会計 現金払込書 現金払込書（平成24年度） 山梨学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 山梨学習センター 山梨学習センター事務長 廃棄
2013 山梨学習センター 会計 現金払込書 現金払込書（平成25年度） 山梨学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 山梨学習センター 山梨学習センター事務長 廃棄
2014 山梨学習センター 会計 現金払込書 現金払込書（平成26年度） 山梨学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 山梨学習センター 山梨学習センター事務長 廃棄
2015 山梨学習センター 会計 現金払込書 現金払込書（平成27年度） 山梨学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 山梨学習センター 山梨学習センター事務長 廃棄
2016 山梨学習センター 会計 現金払込書 現金払込書（平成28年度） 山梨学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 山梨学習センター 山梨学習センター事務長 廃棄
2017 山梨学習センター 会計 現金払込書 現金払込書（平成29年度） 山梨学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 山梨学習センター 山梨学習センター事務長 廃棄
2018 山梨学習センター 会計 現金払込書 現金払込書（平成30年度） 山梨学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 山梨学習センター 山梨学習センター事務長 廃棄
2019 山梨学習センター 会計 現金払込書 現金払込書（令和元年度） 山梨学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 山梨学習センター 山梨学習センター事務長 廃棄
2010 長野学習センター 式典 入学者の集い・学位記授与式 入学者の集い・学位記授与式（平成２２年度） 長野学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 長野学習センター 長野学習センター事務長 廃棄
2011 長野学習センター 式典 入学者の集い・学位記授与式 入学者の集い・学位記授与式（平成２３年度） 長野学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 長野学習センター 長野学習センター事務長 廃棄
2012 長野学習センター 式典 入学者の集い・学位記授与式 入学者の集い・学位記授与式（平成２４年度） 長野学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 長野学習センター 長野学習センター事務長 廃棄
2013 長野学習センター 式典 入学者の集い・学位記授与式 入学者の集い・学位記授与式（平成２５年度） 長野学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 長野学習センター 長野学習センター事務長 廃棄
2014 長野学習センター 式典 入学者の集い・学位記授与式 入学者の集い・学位記授与式（平成２６年度） 長野学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 長野学習センター 長野学習センター事務長 廃棄
2015 長野学習センター 式典 入学者の集い・学位記授与式 入学者の集い・学位記授与式（平成２７年度） 長野学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 長野学習センター 長野学習センター事務長 廃棄
2016 長野学習センター 式典 入学者の集い・学位記授与式 入学者の集い・学位記授与式（平成２８年度） 長野学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 長野学習センター 長野学習センター事務長 廃棄
2017 長野学習センター 式典 入学者の集い・学位記授与式 入学者の集い・学位記授与式（平成２９年度） 長野学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 長野学習センター 長野学習センター事務長 廃棄
2018 長野学習センター 式典 入学者の集い・学位記授与式 入学者の集い・学位記授与式（平成３０年度） 長野学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 長野学習センター 長野学習センター事務長 廃棄
2019 長野学習センター 式典 入学者の集い・学位記授与式 入学者の集い・学位記授与式（平成３１年度） 長野学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 長野学習センター 長野学習センター事務長 廃棄
2010 長野学習センター 人事 非常勤職員任命関係 非常勤職員任命関係（平成２２年度） 長野学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 長野学習センター 長野学習センター事務長 廃棄
2011 長野学習センター 人事 非常勤職員任命関係 非常勤職員任命関係（平成２３年度） 長野学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 長野学習センター 長野学習センター事務長 廃棄
2012 長野学習センター 人事 非常勤職員任命関係 非常勤職員任命関係（平成２４年度） 長野学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 長野学習センター 長野学習センター事務長 廃棄
2013 長野学習センター 人事 非常勤職員任命関係 非常勤職員任命関係（平成２５年度） 長野学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 長野学習センター 長野学習センター事務長 廃棄
2014 長野学習センター 人事 非常勤職員任命関係 非常勤職員任命関係（平成２６年度） 長野学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 長野学習センター 長野学習センター事務長 廃棄
2015 長野学習センター 人事 非常勤職員任命関係 非常勤職員任命関係（平成２７年度） 長野学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 長野学習センター 長野学習センター事務長 廃棄
2016 長野学習センター 人事 非常勤職員任命関係 非常勤職員任命関係（平成２８年度） 長野学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 長野学習センター 長野学習センター事務長 廃棄
2017 長野学習センター 人事 非常勤職員任命関係 非常勤職員任命関係（平成２９年度） 長野学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 長野学習センター 長野学習センター事務長 廃棄
2018 長野学習センター 人事 非常勤職員任命関係 非常勤職員任命関係（平成３０年度） 長野学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 長野学習センター 長野学習センター事務長 廃棄
2019 長野学習センター 人事 非常勤職員任命関係 非常勤職員任命関係（平成３１年度） 長野学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 長野学習センター 長野学習センター事務長 廃棄
2015 長野学習センター 広報 広報活動 広報活動（平成２７年度） 長野学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 長野学習センター 長野学習センター事務長 廃棄
2016 長野学習センター 広報 広報活動 広報活動（平成２８年度） 長野学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 長野学習センター 長野学習センター事務長 廃棄
2017 長野学習センター 広報 広報活動 広報活動（平成２９年度） 長野学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 長野学習センター 長野学習センター事務長 廃棄
2018 長野学習センター 広報 広報活動 広報活動（平成３０年度） 長野学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 長野学習センター 長野学習センター事務長 廃棄
2019 長野学習センター 広報 広報活動 広報活動（平成３１年度） 長野学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 長野学習センター 長野学習センター事務長 廃棄
2010 長野学習センター 庶務 旅行命令伺 旅行命令伺（平成２２年度） 長野学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 長野学習センター 長野学習センター事務長 廃棄
2011 長野学習センター 庶務 旅行命令伺 旅行命令伺（平成２３年度） 長野学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 長野学習センター 長野学習センター事務長 廃棄
2012 長野学習センター 庶務 旅行命令伺 旅行命令伺（平成２４年度） 長野学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 長野学習センター 長野学習センター事務長 廃棄
2013 長野学習センター 庶務 旅行命令伺 旅行命令伺（平成２５年度） 長野学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 長野学習センター 長野学習センター事務長 廃棄
2014 長野学習センター 庶務 旅行命令伺 旅行命令伺（平成２６年度） 長野学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 長野学習センター 長野学習センター事務長 廃棄
2015 長野学習センター 庶務 旅行命令伺 旅行命令伺（平成２７年度） 長野学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 長野学習センター 長野学習センター事務長 廃棄
2016 長野学習センター 庶務 旅行命令伺 旅行命令伺（平成２８年度） 長野学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 長野学習センター 長野学習センター事務長 廃棄
2017 長野学習センター 庶務 旅行命令伺 旅行命令伺（平成２９年度） 長野学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 長野学習センター 長野学習センター事務長 廃棄
2018 長野学習センター 庶務 旅行命令伺 旅行命令伺（平成３０年度） 長野学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 長野学習センター 長野学習センター事務長 廃棄
2019 長野学習センター 庶務 旅行命令伺 旅行命令伺（平成３１年度） 長野学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 長野学習センター 長野学習センター事務長 廃棄
2010 長野学習センター 庶務 復命書 復命書（平成２２年度） 長野学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 長野学習センター 長野学習センター事務長 廃棄
2011 長野学習センター 庶務 復命書 復命書（平成２３年度） 長野学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 長野学習センター 長野学習センター事務長 廃棄
2012 長野学習センター 庶務 復命書 復命書（平成２４年度） 長野学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 長野学習センター 長野学習センター事務長 廃棄
2013 長野学習センター 庶務 復命書 復命書（平成２５年度） 長野学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 長野学習センター 長野学習センター事務長 廃棄
2014 長野学習センター 庶務 復命書 復命書（平成２６年度） 長野学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 長野学習センター 長野学習センター事務長 廃棄
2015 長野学習センター 庶務 復命書 復命書（平成２７年度） 長野学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 長野学習センター 長野学習センター事務長 廃棄
2016 長野学習センター 庶務 復命書 復命書（平成２８年度） 長野学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 長野学習センター 長野学習センター事務長 廃棄
2017 長野学習センター 庶務 復命書 復命書（平成２９年度） 長野学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 長野学習センター 長野学習センター事務長 廃棄
2018 長野学習センター 庶務 復命書 復命書（平成３０年度） 長野学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 長野学習センター 長野学習センター事務長 廃棄
2019 長野学習センター 庶務 復命書 復命書（平成３１年度） 長野学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 長野学習センター 長野学習センター事務長 廃棄
2010 長野学習センター 庶務 物品供用簿 物品供用簿（平成２２年度） 長野学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 長野学習センター 長野学習センター事務長 廃棄
2011 長野学習センター 庶務 物品供用簿 物品供用簿（平成２３年度） 長野学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 長野学習センター 長野学習センター事務長 廃棄
2012 長野学習センター 庶務 物品供用簿 物品供用簿（平成２４年度） 長野学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 長野学習センター 長野学習センター事務長 廃棄
2013 長野学習センター 庶務 物品供用簿 物品供用簿（平成２５年度） 長野学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 長野学習センター 長野学習センター事務長 廃棄
2014 長野学習センター 庶務 物品供用簿 物品供用簿（平成２６年度） 長野学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 長野学習センター 長野学習センター事務長 廃棄
2015 長野学習センター 庶務 物品供用簿 物品供用簿（平成２７年度） 長野学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 長野学習センター 長野学習センター事務長 廃棄
2016 長野学習センター 庶務 物品供用簿 物品供用簿（平成２８年度） 長野学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 長野学習センター 長野学習センター事務長 廃棄
2017 長野学習センター 庶務 物品供用簿 物品供用簿（平成２９年度） 長野学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 長野学習センター 長野学習センター事務長 廃棄
2018 長野学習センター 庶務 物品供用簿 物品供用簿（平成３０年度） 長野学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 長野学習センター 長野学習センター事務長 廃棄
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2019 長野学習センター 庶務 物品供用簿 物品供用簿（平成３１年度） 長野学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 長野学習センター 長野学習センター事務長 廃棄
2017 長野学習センター 職員 出勤簿 出勤簿（平成２９年度） 長野学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 長野学習センター 長野学習センター事務長 廃棄
2018 長野学習センター 職員 出勤簿 出勤簿（平成３０年度） 長野学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 長野学習センター 長野学習センター事務長 廃棄
2019 長野学習センター 職員 出勤簿 出勤簿（平成３１年度） 長野学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 長野学習センター 長野学習センター事務長 廃棄
2017 長野学習センター 職員 勤務時間報告書 勤務時間報告書（平成２９年度） 長野学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 長野学習センター 長野学習センター事務長 廃棄
2018 長野学習センター 職員 勤務時間報告書 勤務時間報告書（平成３０年度） 長野学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 長野学習センター 長野学習センター事務長 廃棄
2019 長野学習センター 職員 勤務時間報告書 勤務時間報告書（平成３１年度） 長野学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 長野学習センター 長野学習センター事務長 廃棄
2015 長野学習センター 面接授業 面接授業 面接授業（平成２７年度第１学期） 長野学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 長野学習センター 長野学習センター事務長 廃棄
2015 長野学習センター 面接授業 面接授業 面接授業（平成２７年度第２学期） 長野学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 長野学習センター 長野学習センター事務長 廃棄
2016 長野学習センター 面接授業 面接授業 面接授業（平成２８年度第１学期） 長野学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 長野学習センター 長野学習センター事務長 廃棄
2016 長野学習センター 面接授業 面接授業 面接授業（平成２８年度第２学期） 長野学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 長野学習センター 長野学習センター事務長 廃棄
2017 長野学習センター 面接授業 面接授業 面接授業（平成２９年度第１学期） 長野学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 長野学習センター 長野学習センター事務長 廃棄
2017 長野学習センター 面接授業 面接授業 面接授業（平成２９年度第２学期） 長野学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 長野学習センター 長野学習センター事務長 廃棄
2018 長野学習センター 面接授業 面接授業 面接授業（平成３０年度第１学期） 長野学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 長野学習センター 長野学習センター事務長 廃棄
2018 長野学習センター 面接授業 面接授業 面接授業（平成３０年度第２学期） 長野学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 長野学習センター 長野学習センター事務長 廃棄
2019 長野学習センター 面接授業 面接授業 面接授業（平成３１年度第１学期） 長野学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 長野学習センター 長野学習センター事務長 廃棄
2019 長野学習センター 面接授業 面接授業 面接授業（平成３１年度第２学期） 長野学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 長野学習センター 長野学習センター事務長 廃棄
2010 長野学習センター 学生関係 学生教育研究災害傷害保険 学生教育研究災害傷害保険（平成２２年度） 長野学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 長野学習センター 長野学習センター事務長 廃棄
2011 長野学習センター 学生関係 学生教育研究災害傷害保険 学生教育研究災害傷害保険（平成２３年度） 長野学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 長野学習センター 長野学習センター事務長 廃棄
2012 長野学習センター 学生関係 学生教育研究災害傷害保険 学生教育研究災害傷害保険（平成２４年度） 長野学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 長野学習センター 長野学習センター事務長 廃棄
2013 長野学習センター 学生関係 学生教育研究災害傷害保険 学生教育研究災害傷害保険（平成２５年度） 長野学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 長野学習センター 長野学習センター事務長 廃棄
2014 長野学習センター 学生関係 学生教育研究災害傷害保険 学生教育研究災害傷害保険（平成２６年度） 長野学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 長野学習センター 長野学習センター事務長 廃棄
2015 長野学習センター 学生関係 学生教育研究災害傷害保険 学生教育研究災害傷害保険（平成２７年度） 長野学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 長野学習センター 長野学習センター事務長 廃棄
2016 長野学習センター 学生関係 学生教育研究災害傷害保険 学生教育研究災害障害保険（平成２８年度） 長野学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 長野学習センター 長野学習センター事務長 廃棄
2017 長野学習センター 学生関係 学生教育研究災害傷害保険 学生教育研究災害障害保険（平成２９年度） 長野学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 長野学習センター 長野学習センター事務長 廃棄
2018 長野学習センター 学生関係 学生教育研究災害傷害保険 学生教育研究災害障害保険（平成３０年度） 長野学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 長野学習センター 長野学習センター事務長 廃棄
2019 長野学習センター 学生関係 学生教育研究災害傷害保険 学生教育研究災害障害保険（平成３１年度） 長野学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 長野学習センター 長野学習センター事務長 廃棄
2015 長野学習センター 学生関係 住所等変更届 住所等変更届（平成２７年度） 長野学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 長野学習センター 長野学習センター事務長 廃棄
2016 長野学習センター 学生関係 住所等変更届 住所等変更届（平成２８年度） 長野学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 長野学習センター 長野学習センター事務長 廃棄
2017 長野学習センター 学生関係 住所等変更届 住所等変更届（平成２９年度） 長野学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 長野学習センター 長野学習センター事務長 廃棄
2018 長野学習センター 学生関係 住所等変更届 住所等変更届（平成３０年度） 長野学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 長野学習センター 長野学習センター事務長 廃棄
2019 長野学習センター 学生関係 住所等変更届 住所等変更届（平成３１年度） 長野学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 長野学習センター 長野学習センター事務長 廃棄
2015 長野学習センター 学生関係 日本学生支援機構奨学生関係 日本学生支援機構奨学生関係（平成２７年度） 長野学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 長野学習センター 長野学習センター事務長 廃棄
2016 長野学習センター 学生関係 日本学生支援機構奨学生関係 日本学生支援機構奨学生関係（平成２８年度） 長野学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 長野学習センター 長野学習センター事務長 廃棄
2017 長野学習センター 学生関係 日本学生支援機構奨学生関係 日本学生支援機構奨学生関係（平成２９年度） 長野学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 長野学習センター 長野学習センター事務長 廃棄
2018 長野学習センター 学生関係 日本学生支援機構奨学生関係 日本学生支援機構奨学生関係（平成３０年度） 長野学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 長野学習センター 長野学習センター事務長 廃棄
2019 長野学習センター 学生関係 日本学生支援機構奨学生関係 日本学生支援機構奨学生関係（平成３１年度） 長野学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 長野学習センター 長野学習センター事務長 廃棄
2015 長野学習センター 学生関係 学生研修旅行 学生研修旅行（平成２７年度） 長野学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 長野学習センター 長野学習センター事務長 廃棄
2016 長野学習センター 学生関係 学生研修旅行 学生研修旅行（平成２８年度） 長野学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 長野学習センター 長野学習センター事務長 廃棄
2017 長野学習センター 学生関係 学生研修旅行 学生研修旅行（平成２９年度） 長野学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 長野学習センター 長野学習センター事務長 廃棄
2018 長野学習センター 学生関係 学生研修旅行 学生研修旅行（平成３０年度） 長野学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 長野学習センター 長野学習センター事務長 廃棄
2019 長野学習センター 学生関係 学生研修旅行 学生研修旅行（平成３１年度） 長野学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 長野学習センター 長野学習センター事務長 廃棄
2015 長野学習センター 学生関係 学生団体手続き 学生団体手続き（平成２７年度） 長野学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 長野学習センター 長野学習センター事務長 廃棄
2016 長野学習センター 学生関係 学生団体手続き 学生団体手続き（平成２８年度） 長野学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 長野学習センター 長野学習センター事務長 廃棄
2017 長野学習センター 学生関係 学生団体手続き 学生団体手続き（平成２９年度） 長野学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 長野学習センター 長野学習センター事務長 廃棄
2018 長野学習センター 学生関係 学生団体手続き 学生団体手続き（平成３０年度） 長野学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 長野学習センター 長野学習センター事務長 廃棄
2019 長野学習センター 学生関係 学生団体手続き 学生団体手続き（平成３１年度） 長野学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 長野学習センター 長野学習センター事務長 廃棄
2017 長野学習センター 証明書 諸証明交付願（学部） 諸証明交付願（平成２９年度　学部） 長野学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 長野学習センター 長野学習センター事務長 廃棄
2018 長野学習センター 証明書 諸証明交付願（学部） 諸証明交付願（平成３０年度　学部） 長野学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 長野学習センター 長野学習センター事務長 廃棄
2019 長野学習センター 証明書 諸証明交付願（学部） 諸証明交付願（平成３１年度　学部） 長野学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 長野学習センター 長野学習センター事務長 廃棄
2017 長野学習センター 証明書 諸証明交付願（大学院） 諸証明交付願（平成２９年度　大学院） 長野学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 長野学習センター 長野学習センター事務長 廃棄
2018 長野学習センター 証明書 諸証明交付願（大学院） 諸証明交付願（平成３０年度　大学院） 長野学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 長野学習センター 長野学習センター事務長 廃棄
2019 長野学習センター 証明書 諸証明交付願（大学院） 諸証明交付願（平成３１年度　大学院） 長野学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 長野学習センター 長野学習センター事務長 廃棄
2015 長野学習センター 証明書 証明書発行台帳（学部） 証明書発行台帳（平成２７年度　学部） 長野学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 長野学習センター 長野学習センター事務長 廃棄
2016 長野学習センター 証明書 証明書発行台帳（学部） 証明書発行台帳（平成２８年度　学部） 長野学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 長野学習センター 長野学習センター事務長 廃棄
2017 長野学習センター 証明書 証明書発行台帳（学部） 証明書発行台帳（平成２９年度　学部） 長野学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 長野学習センター 長野学習センター事務長 廃棄
2018 長野学習センター 証明書 証明書発行台帳（学部） 証明書発行台帳（平成３０年度　学部） 長野学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 長野学習センター 長野学習センター事務長 廃棄
2019 長野学習センター 証明書 証明書発行台帳（学部） 証明書発行台帳（平成３１年度　学部） 長野学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 長野学習センター 長野学習センター事務長 廃棄
2015 長野学習センター 証明書 証明書発行台帳（大学院） 証明書発行台帳（平成２７年度　大学院） 長野学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 長野学習センター 長野学習センター事務長 廃棄
2016 長野学習センター 証明書 証明書発行台帳（大学院） 証明書発行台帳（平成２８年度　大学院） 長野学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 長野学習センター 長野学習センター事務長 廃棄
2017 長野学習センター 証明書 証明書発行台帳（大学院） 証明書発行台帳（平成２９年度　大学院） 長野学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 長野学習センター 長野学習センター事務長 廃棄
2018 長野学習センター 証明書 証明書発行台帳（大学院） 証明書発行台帳（平成３０年度　大学院） 長野学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 長野学習センター 長野学習センター事務長 廃棄
2019 長野学習センター 証明書 証明書発行台帳（大学院） 証明書発行台帳（平成３１年度　大学院） 長野学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 長野学習センター 長野学習センター事務長 廃棄
2015 長野学習センター 証明書 学割証等発行願 学割証等発行願（平成２７年度） 長野学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 長野学習センター 長野学習センター事務長 廃棄
2016 長野学習センター 証明書 学割証等発行願 学割証等発行願（平成２８年度） 長野学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 長野学習センター 長野学習センター事務長 廃棄
2017 長野学習センター 証明書 学割証等発行願 学割証等発行願（平成２９年度） 長野学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 長野学習センター 長野学習センター事務長 廃棄
2018 長野学習センター 証明書 学割証等発行願 学割証等発行願（平成３０年度） 長野学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 長野学習センター 長野学習センター事務長 廃棄
2019 長野学習センター 証明書 学割証等発行願 学割証等発行願（平成３１年度） 長野学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 長野学習センター 長野学習センター事務長 廃棄
2015 長野学習センター 入試 大学院入学試験 大学院入学試験（平成２７年度） 長野学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 長野学習センター 長野学習センター事務長 廃棄
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2016 長野学習センター 入試 大学院入学試験 大学院入学試験（平成２８年度） 長野学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 長野学習センター 長野学習センター事務長 廃棄
2017 長野学習センター 入試 大学院入学試験 大学院入学試験（平成２９年度） 長野学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 長野学習センター 長野学習センター事務長 廃棄
2018 長野学習センター 入試 大学院入学試験 大学院入学試験（平成３０年度） 長野学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 長野学習センター 長野学習センター事務長 廃棄
2019 長野学習センター 入試 大学院入学試験 大学院入学試験（平成３１年度） 長野学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 長野学習センター 長野学習センター事務長 廃棄
2015 長野学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験 単位認定試験（平成２７年度第１学期） 長野学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 長野学習センター 長野学習センター事務長 廃棄
2015 長野学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験 単位認定試験（平成２７年度第２学期） 長野学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 長野学習センター 長野学習センター事務長 廃棄
2016 長野学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験 単位認定試験（平成２８年度第１学期） 長野学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 長野学習センター 長野学習センター事務長 廃棄
2016 長野学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験 単位認定試験（平成２８年度第２学期） 長野学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 長野学習センター 長野学習センター事務長 廃棄
2017 長野学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験 単位認定試験（平成２９年度第１学期） 長野学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 長野学習センター 長野学習センター事務長 廃棄
2017 長野学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験 単位認定試験（平成２９年度第２学期） 長野学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 長野学習センター 長野学習センター事務長 廃棄
2018 長野学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験 単位認定試験（平成３０年度第１学期） 長野学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 長野学習センター 長野学習センター事務長 廃棄
2018 長野学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験 単位認定試験（平成３０年度第２学期） 長野学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 長野学習センター 長野学習センター事務長 廃棄
2019 長野学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験 単位認定試験（平成３１年度第１学期） 長野学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 長野学習センター 長野学習センター事務長 廃棄
2019 長野学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験 単位認定試験（平成３１年度第２学期） 長野学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 長野学習センター 長野学習センター事務長 廃棄
2015 長野学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験（看護師資格試験関係） 単位認定試験（平成２７年度看護師資格試験関係） 長野学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 長野学習センター 長野学習センター事務長 廃棄
2016 長野学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験（看護師資格試験関係） 単位認定試験（平成２８年度看護師資格試験関係） 長野学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 長野学習センター 長野学習センター事務長 廃棄
2017 長野学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験（看護師資格試験関係） 単位認定試験（平成２９年度看護師資格試験関係） 長野学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 長野学習センター 長野学習センター事務長 廃棄
2018 長野学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験（看護師資格試験関係） 単位認定試験（平成３０年度看護師資格試験関係） 長野学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 長野学習センター 長野学習センター事務長 廃棄
2019 長野学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験（看護師資格試験関係） 単位認定試験（平成３１年度看護師資格試験関係） 長野学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 長野学習センター 長野学習センター事務長 廃棄
2015 長野学習センター 単位認定試験関係 教員免許更新講習認定試験 教員免許更新講習認定試験（平成２７年度） 長野学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 長野学習センター 長野学習センター事務長 廃棄
2016 長野学習センター 単位認定試験関係 教員免許更新講習認定試験 教員免許更新講習認定試験（平成２８年度） 長野学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 長野学習センター 長野学習センター事務長 廃棄
2017 長野学習センター 単位認定試験関係 教員免許更新講習認定試験 教員免許更新講習認定試験（平成２９年度） 長野学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 長野学習センター 長野学習センター事務長 廃棄
2018 長野学習センター 単位認定試験関係 教員免許更新講習認定試験 教員免許更新講習認定試験（平成３０年度） 長野学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 長野学習センター 長野学習センター事務長 廃棄
2019 長野学習センター 単位認定試験関係 教員免許更新講習認定試験 教員免許更新講習認定試験（平成３１年度） 長野学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 長野学習センター 長野学習センター事務長 廃棄
2017 長野学習センター 図書・視聴 文献複写申込書 文献複写申込書（平成２９年度） 長野学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 長野学習センター 長野学習センター事務長 廃棄
2018 長野学習センター 図書・視聴 文献複写申込書 文献複写申込書（平成３０年度） 長野学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 長野学習センター 長野学習センター事務長 廃棄
2019 長野学習センター 図書・視聴 文献複写申込書 文献複写申込書（平成３１年度） 長野学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 長野学習センター 長野学習センター事務長 廃棄
2017 長野学習センター 図書・視聴 図書視聴室利用状況集計表 図書視聴室利用状況集計表（平成２９年度) 長野学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 長野学習センター 長野学習センター事務長 廃棄
2018 長野学習センター 図書・視聴 図書視聴室利用状況集計表 図書視聴室利用状況集計表（平成３０年度) 長野学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 長野学習センター 長野学習センター事務長 廃棄
2019 長野学習センター 図書・視聴 図書視聴室利用状況集計表 図書視聴室利用状況集計表（平成３１年度) 長野学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 長野学習センター 長野学習センター事務長 廃棄
2010 長野学習センター 会計 現金収入出納簿 現金収入出納簿（平成２２年度） 長野学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 長野学習センター 長野学習センター事務長 廃棄
2011 長野学習センター 会計 現金収入出納簿 現金収入出納簿（平成２３年度） 長野学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 長野学習センター 長野学習センター事務長 廃棄
2012 長野学習センター 会計 現金収入出納簿 現金収入出納簿（平成２４年度） 長野学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 長野学習センター 長野学習センター事務長 廃棄
2013 長野学習センター 会計 現金収入出納簿 現金収入出納簿（平成２５年度） 長野学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 長野学習センター 長野学習センター事務長 廃棄
2014 長野学習センター 会計 現金収入出納簿 現金収入出納簿（平成２６年度） 長野学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 長野学習センター 長野学習センター事務長 廃棄
2015 長野学習センター 会計 現金収入出納簿 現金収入出納簿（平成２７年度） 長野学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 長野学習センター 長野学習センター事務長 廃棄
2016 長野学習センター 会計 現金収入出納簿 現金収入出納簿（平成28年度） 長野学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 長野学習センター 長野学習センター事務長 廃棄
2017 長野学習センター 会計 現金収入出納簿 現金収入出納簿（平成２９年度） 長野学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 長野学習センター 長野学習センター事務長 廃棄
2018 長野学習センター 会計 現金収入出納簿 現金収入出納簿（平成３０年度） 長野学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 長野学習センター 長野学習センター事務長 廃棄
2019 長野学習センター 会計 現金収入出納簿 現金収入出納簿（平成３１年度） 長野学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 長野学習センター 長野学習センター事務長 廃棄
2012 長野学習センター 会計 購入依頼書・債務計上票 購入依頼書・債務計上票（平成２４年度） 長野学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 長野学習センター 長野学習センター事務長 廃棄
2013 長野学習センター 会計 購入依頼書・債務計上票 購入依頼書・債務計上票（平成２５年度） 長野学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 長野学習センター 長野学習センター事務長 廃棄
2014 長野学習センター 会計 購入依頼書・債務計上票 購入依頼書・債務計上票（平成２６年度） 長野学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 長野学習センター 長野学習センター事務長 廃棄
2015 長野学習センター 会計 購入依頼書・債務計上票 購入依頼書・債務計上票（平成２７年度） 長野学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 長野学習センター 長野学習センター事務長 廃棄
2016 長野学習センター 会計 購入依頼書・債務計上票 購入依頼書・債務計上票（平成２８年度） 長野学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 長野学習センター 長野学習センター事務長 廃棄
2017 長野学習センター 会計 購入依頼書・債務計上票 購入依頼書・債務計上票（平成２９年度） 長野学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 長野学習センター 長野学習センター事務長 廃棄
2018 長野学習センター 会計 購入依頼書・債務計上票 購入依頼書・債務計上票（平成３０年度） 長野学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 長野学習センター 長野学習センター事務長 廃棄
2019 長野学習センター 会計 購入依頼書・債務計上票 購入依頼書・債務計上票（平成３１年度） 長野学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 長野学習センター 長野学習センター事務長 廃棄
2010 長野学習センター 会計 支払済額報告書 支払済額報告書（平成２２年度） 長野学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 長野学習センター 長野学習センター事務長 廃棄
2011 長野学習センター 会計 支払済額報告書 支払済額報告書（平成２３年度） 長野学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 長野学習センター 長野学習センター事務長 廃棄
2010 長野学習センター 会計 支払伝票 支払伝票（平成２２年度） 長野学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 長野学習センター 長野学習センター事務長 廃棄
2011 長野学習センター 会計 支払伝票 支払伝票（平成２３年度） 長野学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 長野学習センター 長野学習センター事務長 廃棄
2010 長野学習センター 会計 出納員・現金払込仕訳書 出納員・現金払込仕訳書（平成２２年度） 長野学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 長野学習センター 長野学習センター事務長 廃棄
2011 長野学習センター 会計 出納員・現金払込仕訳書 出納員・現金払込仕訳書（平成２３年度） 長野学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 長野学習センター 長野学習センター事務長 廃棄
2012 長野学習センター 会計 出納員・現金払込仕訳書 出納員・現金払込仕訳書（平成２４年度） 長野学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 長野学習センター 長野学習センター事務長 廃棄
2013 長野学習センター 会計 出納員・現金払込仕訳書 出納員・現金払込仕訳書（平成２５年度） 長野学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 長野学習センター 長野学習センター事務長 廃棄
2014 長野学習センター 会計 出納員・現金払込仕訳書 出納員・現金払込仕訳書（平成２６年度） 長野学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 長野学習センター 長野学習センター事務長 廃棄
2015 長野学習センター 会計 出納員・現金払込仕訳書 出納員・現金払込仕訳書（平成２７年度） 長野学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 長野学習センター 長野学習センター事務長 廃棄
2016 長野学習センター 会計 出納員・現金払込仕訳書 出納員・現金払込仕訳書（平成２８年度） 長野学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 長野学習センター 長野学習センター事務長 廃棄
2017 長野学習センター 会計 出納員・現金払込仕訳書 出納員・現金払込仕訳書（平成２９年度） 長野学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 長野学習センター 長野学習センター事務長 廃棄
2018 長野学習センター 会計 出納員・現金払込仕訳書 出納員・現金払込仕訳書（平成３０年度） 長野学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 長野学習センター 長野学習センター事務長 廃棄
2019 長野学習センター 会計 出納員・現金払込仕訳書 出納員・現金払込仕訳書（平成３１年度） 長野学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 長野学習センター 長野学習センター事務長 廃棄
2010 長野学習センター 会計 前渡資金出納簿 前渡資金出納簿（平成２２年度） 長野学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 長野学習センター 長野学習センター事務長 廃棄
2011 長野学習センター 会計 前渡資金出納簿 前渡資金出納簿（平成２３年度） 長野学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 長野学習センター 長野学習センター事務長 廃棄
2012 長野学習センター 会計 前渡資金出納簿 前渡資金出納簿（平成２４年度） 長野学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 長野学習センター 長野学習センター事務長 廃棄
2013 長野学習センター 会計 前渡資金出納簿 前渡資金出納簿（平成２５年度） 長野学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 長野学習センター 長野学習センター事務長 廃棄
2014 長野学習センター 会計 前渡資金出納簿 前渡資金出納簿（平成２６年度） 長野学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 長野学習センター 長野学習センター事務長 廃棄
2015 長野学習センター 会計 前渡資金出納簿 前渡資金出納簿（平成２７年度） 長野学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 長野学習センター 長野学習センター事務長 廃棄
2016 長野学習センター 会計 前渡資金出納簿 前渡資金出納簿（平成２８年度） 長野学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 長野学習センター 長野学習センター事務長 廃棄
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措置結果
2017 長野学習センター 会計 前渡資金出納簿 前渡資金出納簿（平成２９年度） 長野学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 長野学習センター 長野学習センター事務長 廃棄
2018 長野学習センター 会計 前渡資金出納簿 前渡資金出納簿（平成３０年度） 長野学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 長野学習センター 長野学習センター事務長 廃棄
2019 長野学習センター 会計 前渡資金出納簿 前渡資金出納簿（平成３１年度） 長野学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 長野学習センター 長野学習センター事務長 廃棄
2010 長野学習センター 会計 前渡資金要求書・精算書 前渡資金要求書・精算書（平成２２年度） 長野学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 長野学習センター 長野学習センター事務長 廃棄
2011 長野学習センター 会計 前渡資金要求書・精算書 前渡資金要求書・精算書（平成２３年度） 長野学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 長野学習センター 長野学習センター事務長 廃棄
2012 長野学習センター 会計 前渡資金要求書・精算書 前渡資金要求書・精算書（平成２４年度） 長野学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 長野学習センター 長野学習センター事務長 廃棄
2013 長野学習センター 会計 前渡資金要求書・精算書 前渡資金要求書・精算書（平成２５年度） 長野学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 長野学習センター 長野学習センター事務長 廃棄
2014 長野学習センター 会計 前渡資金要求書・精算書 前渡資金要求書・精算書（平成２６年度） 長野学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 長野学習センター 長野学習センター事務長 廃棄
2015 長野学習センター 会計 前渡資金要求書・精算書 前渡資金要求書・精算書（平成２７年度） 長野学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 長野学習センター 長野学習センター事務長 廃棄
2016 長野学習センター 会計 前渡資金要求書・精算書 前渡資金要求書・清算書（平成２８年度） 長野学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 長野学習センター 長野学習センター事務長 廃棄
2017 長野学習センター 会計 前渡資金要求書・精算書 前渡資金要求書・清算書（平成２９年度） 長野学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 長野学習センター 長野学習センター事務長 廃棄
2018 長野学習センター 会計 前渡資金要求書・精算書 前渡資金要求書・清算書（平成３０年度） 長野学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 長野学習センター 長野学習センター事務長 廃棄
2019 長野学習センター 会計 前渡資金要求書・精算書 前渡資金要求書・清算書（平成３１年度） 長野学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 長野学習センター 長野学習センター事務長 廃棄
2012 長野学習センター 会計 入金実績リスト 入金実績リスト（平成２４年度） 長野学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 長野学習センター 長野学習センター事務長 廃棄
2013 長野学習センター 会計 入金実績リスト 入金実績リスト（平成２５年度） 長野学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 長野学習センター 長野学習センター事務長 廃棄
2014 長野学習センター 会計 入金実績リスト 入金実績リスト（平成２６年度） 長野学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 長野学習センター 長野学習センター事務長 廃棄
2015 長野学習センター 会計 入金実績リスト 入金実績リスト（平成２７年度） 長野学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 長野学習センター 長野学習センター事務長 廃棄
2016 長野学習センター 会計 入金実績リスト 入金実績リスト（平成２８年度） 長野学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 長野学習センター 長野学習センター事務長 廃棄
2017 長野学習センター 会計 入金実績リスト 入金実績リスト（平成２９年度） 長野学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 長野学習センター 長野学習センター事務長 廃棄
2010 長野学習センター 会計 物品取得及び修繕（役務）請求書 物品取得及び修繕（役務）請求書（平成２２年度） 長野学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 長野学習センター 長野学習センター事務長 廃棄
2011 長野学習センター 会計 物品取得及び修繕（役務）請求書 物品取得及び修繕（役務）請求書（平成２３年度） 長野学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 長野学習センター 長野学習センター事務長 廃棄
2010 長野学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等受払簿（平成２２年度） 長野学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 長野学習センター 長野学習センター事務長 廃棄
2011 長野学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等受払簿（平成２３年度） 長野学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 長野学習センター 長野学習センター事務長 廃棄
2012 長野学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等受払簿（平成２４年度） 長野学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 長野学習センター 長野学習センター事務長 廃棄
2013 長野学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等受払簿（平成２５年度） 長野学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 長野学習センター 長野学習センター事務長 廃棄
2014 長野学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等受払簿（平成２６年度） 長野学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 長野学習センター 長野学習センター事務長 廃棄
2015 長野学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等受払簿（平成２７年度） 長野学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 長野学習センター 長野学習センター事務長 廃棄
2016 長野学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等受払簿（平成２８年度） 長野学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 長野学習センター 長野学習センター事務長 廃棄
2017 長野学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等受払簿（平成２９年度） 長野学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 長野学習センター 長野学習センター事務長 廃棄
2018 長野学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等受払簿（平成３０年度） 長野学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 長野学習センター 長野学習センター事務長 廃棄
2019 長野学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等受払簿（平成３１年度） 長野学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 長野学習センター 長野学習センター事務長 廃棄
2010 長野学習センター 会計 予算執行計画書 予算執行計画書（平成２２年度） 長野学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 長野学習センター 長野学習センター事務長 廃棄
2011 長野学習センター 会計 予算執行計画書 予算執行計画書（平成２３年度） 長野学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 長野学習センター 長野学習センター事務長 廃棄
2012 長野学習センター 会計 予算執行計画書 予算執行計画書（平成２４年度） 長野学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 長野学習センター 長野学習センター事務長 廃棄
2013 長野学習センター 会計 予算執行計画書 予算執行計画書（平成２５年度） 長野学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 長野学習センター 長野学習センター事務長 廃棄
2014 長野学習センター 会計 予算執行計画書 予算執行計画書（平成２６年度） 長野学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 長野学習センター 長野学習センター事務長 廃棄
2015 長野学習センター 会計 予算執行計画書 予算執行計画書（平成２７年度） 長野学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 長野学習センター 長野学習センター事務長 廃棄
2016 長野学習センター 会計 予算執行計画書 予算執行計画書（平成２８年度） 長野学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 長野学習センター 長野学習センター事務長 廃棄
2017 長野学習センター 会計 予算執行計画書 予算執行計画書（平成２９年度） 長野学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 長野学習センター 長野学習センター事務長 廃棄
2018 長野学習センター 会計 予算執行計画書 予算執行計画書（平成３０年度） 長野学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 長野学習センター 長野学習センター事務長 廃棄
2019 長野学習センター 会計 予算執行計画書 予算執行計画書（平成３１年度） 長野学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 長野学習センター 長野学習センター事務長 廃棄
2010 長野学習センター 会計 予算示達書 予算示達書（平成２２年度） 長野学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 長野学習センター 長野学習センター事務長 廃棄
2011 長野学習センター 会計 予算示達書 予算示達書（平成２３年度） 長野学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 長野学習センター 長野学習センター事務長 廃棄
2012 長野学習センター 会計 予算示達書 予算示達書（平成２４年度） 長野学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 長野学習センター 長野学習センター事務長 廃棄
2013 長野学習センター 会計 予算示達書 予算示達書（平成２５年度） 長野学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 長野学習センター 長野学習センター事務長 廃棄
2014 長野学習センター 会計 予算示達書 予算示達書（平成２６年度） 長野学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 長野学習センター 長野学習センター事務長 廃棄
2015 長野学習センター 会計 予算示達書 予算示達書（平成２７年度） 長野学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 長野学習センター 長野学習センター事務長 廃棄
2016 長野学習センター 会計 予算示達書 予算示達書（平成２８年度） 長野学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 長野学習センター 長野学習センター事務長 廃棄
2017 長野学習センター 会計 予算示達書 予算示達書（平成２９年度） 長野学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 長野学習センター 長野学習センター事務長 廃棄
2018 長野学習センター 会計 予算示達書 予算示達書（平成３０年度） 長野学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 長野学習センター 長野学習センター事務長 廃棄
2019 長野学習センター 会計 予算示達書 予算示達書（平成３１年度） 長野学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 長野学習センター 長野学習センター事務長 廃棄
2014 岐阜学習センター 式典 入学者の集い・学位記授与式 入学者の集い・学位記授与式（平成２６年度） 岐阜学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
2015 岐阜学習センター 式典 入学者の集い・学位記授与式 入学者の集い・学位記授与式（平成２７年度） 岐阜学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
2016 岐阜学習センター 式典 入学者の集い・学位記授与式 入学者の集い・学位記授与式（平成２８年度） 岐阜学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
2017 岐阜学習センター 式典 入学者の集い・学位記授与式 入学者の集い・学位記授与式（平成２９年度） 岐阜学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
2018 岐阜学習センター 式典 入学者の集い・学位記授与式 入学者の集い・学位記授与式（平成３０年度） 岐阜学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
2019 岐阜学習センター 式典 入学者の集い・学位記授与式 入学者の集い・学位記授与式（令和元年度） 岐阜学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
2015 岐阜学習センター 人事 身上調書 身上調書（平成２７年度） 岐阜学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
2016 岐阜学習センター 人事 身上調書 身上調書（平成２８年度） 岐阜学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
2017 岐阜学習センター 人事 身上調書 身上調書（平成２９年度） 岐阜学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
2018 岐阜学習センター 人事 身上調書 身上調書（平成３０年度） 岐阜学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
2019 岐阜学習センター 人事 身上調書 身上調書（令和元年度） 岐阜学習センター事務長 2020/4/1 5年 2024/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
2015 岐阜学習センター 人事 健康診断関係 健康診断関係（平成２７年度） 岐阜学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
2016 岐阜学習センター 人事 健康診断関係 健康診断関係（平成２８年度） 岐阜学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
2017 岐阜学習センター 人事 健康診断関係 健康診断関係（平成２９年度） 岐阜学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
2018 岐阜学習センター 人事 健康診断関係 健康診断関係（平成３０年度） 岐阜学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
2019 岐阜学習センター 人事 健康診断関係 健康診断関係（令和元年度） 岐阜学習センター事務長 2020/4/1 5年 2024/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
2011 岐阜学習センター 人事 職員任免関係 職員任免関係（平成２３年度） 岐阜学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
2012 岐阜学習センター 人事 職員任免関係 職員任免関係（平成２４年度） 岐阜学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
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大分類 中分類
備考作成・取得年度等

文書分類
小分類 法人文書ファイル名 作成・取得者 起算日 保存期間

保存期間満了
時期

媒体の種別 保存場所 管理者 管理担当係等
保存期間満了時の

措置結果
2013 岐阜学習センター 人事 職員任免関係 職員任免関係（平成２５年度） 岐阜学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
2014 岐阜学習センター 人事 職員任免関係 職員任免関係（平成２６年度） 岐阜学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
2015 岐阜学習センター 人事 職員任免関係 職員任免関係（平成２７年度） 岐阜学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
2016 岐阜学習センター 人事 職員任免関係 職員任免関係（平成２８年度） 岐阜学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
2017 岐阜学習センター 人事 職員任免関係 職員任免関係（平成２９年度） 岐阜学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
2018 岐阜学習センター 人事 職員任免関係 職員任免関係（平成３０年度） 岐阜学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
2019 岐阜学習センター 人事 職員任免関係 職員任免関係（令和元年度） 岐阜学習センター事務長 2020/4/1 10年 2029/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
2010 岐阜学習センター 人事 客員教員関係綴 客員教員関係綴（平成２２年度） 岐阜学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
2011 岐阜学習センター 人事 客員教員関係綴 客員教員関係綴（平成２３年度） 岐阜学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
2012 岐阜学習センター 人事 客員教員関係綴 客員教員関係綴（平成２４年度） 岐阜学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
2013 岐阜学習センター 人事 客員教員関係綴 客員教員関係綴（平成２５年度） 岐阜学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
2014 岐阜学習センター 人事 客員教員関係綴 客員教員関係綴（平成２６年度） 岐阜学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
2015 岐阜学習センター 人事 客員教員関係綴 客員教員関係綴（平成２７年度） 岐阜学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
2016 岐阜学習センター 人事 客員教員関係綴 客員教員関係綴（平成２８年度） 岐阜学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
2017 岐阜学習センター 人事 客員教員関係綴 客員教員関係綴（平成２９年度） 岐阜学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
2018 岐阜学習センター 人事 客員教員関係綴 客員教員関係綴（平成３０年度） 岐阜学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
2019 岐阜学習センター 人事 客員教員関係綴 客員教員関係綴（令和元年度） 岐阜学習センター事務長 2020/4/1 10年 2029/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
2015 岐阜学習センター 広報 予算執行有料広告 平成２７年度　予算執行有料広告 岐阜学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
2016 岐阜学習センター 広報 予算執行有料広告 平成２８年度　予算執行有料広告 岐阜学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
2017 岐阜学習センター 広報 予算執行有料広告 平成２９年度　予算執行有料広告 岐阜学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
2018 岐阜学習センター 広報 予算執行有料広告 平成３０年度　予算執行有料広告 岐阜学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
2019 岐阜学習センター 広報 予算執行有料広告 2019年度　予算執行有料広告 岐阜学習センター事務長 2020/4/1 5年 2024/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
2015 岐阜学習センター 庶務 公印使用記録簿 公印使用記録簿（平成２７年度） 岐阜学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
2016 岐阜学習センター 庶務 公印使用記録簿 公印使用記録簿（平成２８年度） 岐阜学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
2017 岐阜学習センター 庶務 公印使用記録簿 公印使用記録簿（平成２９年度） 岐阜学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
2018 岐阜学習センター 庶務 公印使用記録簿 公印使用記録簿（平成３０年度） 岐阜学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
2019 岐阜学習センター 庶務 公印使用記録簿 公印使用記録簿（令和元年度） 岐阜学習センター事務長 2020/4/1 5年 2024/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
2015 岐阜学習センター 庶務 文書管理 文書管理（平成２７年度） 岐阜学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
2016 岐阜学習センター 庶務 文書管理 文書管理（平成２８年度） 岐阜学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
2017 岐阜学習センター 庶務 文書管理 文書管理（平成２９年度） 岐阜学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
2018 岐阜学習センター 庶務 文書管理 文書管理（平成３０年度） 岐阜学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
2019 岐阜学習センター 庶務 文書管理 文書管理（令和元年度） 岐阜学習センター事務長 2020/4/1 5年 2024/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
2010 岐阜学習センター 庶務 旅行命令簿 旅行命令簿（平成２２年度） 岐阜学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
2011 岐阜学習センター 庶務 旅行命令簿 旅行命令簿（平成２３年度） 岐阜学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
2012 岐阜学習センター 庶務 旅費関係書類 旅費関係書類（平成２４年度） 岐阜学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
2013 岐阜学習センター 庶務 旅費関係書類 旅費関係書類（平成２５年度） 岐阜学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
2014 岐阜学習センター 庶務 旅費関係書類 旅費関係書類（平成２６年度） 岐阜学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
2015 岐阜学習センター 庶務 旅費関係書類 旅費関係書類（平成２７年度） 岐阜学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
2016 岐阜学習センター 庶務 旅費関係書類 旅費関係書類（平成２８年度） 岐阜学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
2017 岐阜学習センター 庶務 旅費関係書類 旅費関係書類（平成２９年度） 岐阜学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
2018 岐阜学習センター 庶務 旅費関係書類 旅費関係書類（平成３０年度） 岐阜学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
2019 岐阜学習センター 庶務 旅費関係書類 旅費関係書類（令和元年度） 岐阜学習センター事務長 2020/4/1 10年 2029/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
2012 岐阜学習センター 庶務 外勤交通費 外勤交通費（平成２４年度） 岐阜学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
2013 岐阜学習センター 庶務 外勤交通費 外勤交通費（平成２５年度） 岐阜学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
2014 岐阜学習センター 庶務 外勤交通費 外勤交通費（平成２６年度） 岐阜学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
2015 岐阜学習センター 庶務 外勤交通費 外勤交通費（平成２７年度） 岐阜学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
2016 岐阜学習センター 庶務 外勤交通費 外勤交通費（平成２８年度） 岐阜学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
2017 岐阜学習センター 庶務 外勤交通費 外勤交通費（平成２９年度） 岐阜学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
2018 岐阜学習センター 庶務 外勤交通費 外勤交通費（平成３０年度） 岐阜学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
2019 岐阜学習センター 庶務 外勤交通費 外勤交通費（令和元年度） 岐阜学習センター事務長 2020/4/1 10年 2029/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
2010 岐阜学習センター 庶務 出張復命書 出張復命書（平成２２年度） 岐阜学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
2011 岐阜学習センター 庶務 出張復命書 出張復命書（平成２３年度） 岐阜学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
2012 岐阜学習センター 庶務 出張復命書 出張復命書（平成２４年度） 岐阜学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
2013 岐阜学習センター 庶務 出張復命書 出張復命書（平成２５年度） 岐阜学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
2014 岐阜学習センター 庶務 出張復命書 出張復命書（平成２６年度） 岐阜学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
2015 岐阜学習センター 庶務 出張復命書 出張復命書（平成２７年度） 岐阜学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
2016 岐阜学習センター 庶務 出張復命書 出張復命書（平成２８年度） 岐阜学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
2017 岐阜学習センター 庶務 出張復命書 出張復命書（平成２９年度） 岐阜学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
2018 岐阜学習センター 庶務 出張復命書 出張復命書（平成３０年度） 岐阜学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
2019 岐阜学習センター 庶務 出張復命書 出張復命書（令和元年度） 岐阜学習センター事務長 2020/4/1 10年 2029/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
2010 岐阜学習センター 庶務 物品供用簿 物品供用簿（平成２２年度） 岐阜学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
2011 岐阜学習センター 庶務 物品供用簿 物品供用簿（平成２３年度） 岐阜学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
2012 岐阜学習センター 庶務 物品供用簿 物品供用簿（平成２４年度） 岐阜学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
2013 岐阜学習センター 庶務 物品供用簿 物品供用簿（平成２５年度） 岐阜学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
2014 岐阜学習センター 庶務 物品供用簿 物品供用簿（平成２６年度） 岐阜学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
2015 岐阜学習センター 庶務 物品供用簿 物品供用簿（平成２７年度） 岐阜学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
2016 岐阜学習センター 庶務 物品供用簿 物品供用簿（平成２８年度） 岐阜学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
2017 岐阜学習センター 庶務 物品供用簿 物品供用簿（平成２９年度） 岐阜学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
2018 岐阜学習センター 庶務 物品供用簿 物品供用簿（平成３０年度） 岐阜学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
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措置結果
2019 岐阜学習センター 庶務 物品供用簿 物品供用簿（令和元年度） 岐阜学習センター事務長 2020/4/1 10年 2029/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
2006 岐阜学習センター 庶務 産業廃棄物処理 産業廃棄物処理関係書類（平成１８年度） 岐阜学習センター事務長 2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
2007 岐阜学習センター 庶務 産業廃棄物処理 産業廃棄物処理関係書類（平成１９年度） 岐阜学習センター事務長 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
2008 岐阜学習センター 庶務 産業廃棄物処理 産業廃棄物処理関係書類（平成２０年度） 岐阜学習センター事務長 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
2009 岐阜学習センター 庶務 産業廃棄物処理 産業廃棄物処理関係書類（平成２１年度） 岐阜学習センター事務長 2010/4/1 30年 2040/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
2010 岐阜学習センター 庶務 産業廃棄物処理 産業廃棄物処理関係書類（平成２２年度） 岐阜学習センター事務長 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
2011 岐阜学習センター 庶務 産業廃棄物処理 産業廃棄物処理関係書類（平成２３年度） 岐阜学習センター事務長 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
2012 岐阜学習センター 庶務 産業廃棄物処理 産業廃棄物処理関係書類（平成２４年度） 岐阜学習センター事務長 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
2013 岐阜学習センター 庶務 産業廃棄物処理 産業廃棄物処理関係書類（平成２５年度） 岐阜学習センター事務長 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
2014 岐阜学習センター 庶務 産業廃棄物処理 産業廃棄物処理関係書類（平成２６年度） 岐阜学習センター事務長 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
2015 岐阜学習センター 庶務 産業廃棄物処理 産業廃棄物処理関係書類（平成２７年度） 岐阜学習センター事務長 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
2016 岐阜学習センター 庶務 産業廃棄物処理 産業廃棄物処理関係書類（平成２８年度） 岐阜学習センター事務長 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
2017 岐阜学習センター 庶務 産業廃棄物処理 産業廃棄物処理関係書類（平成２９年度） 岐阜学習センター事務長 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
2018 岐阜学習センター 庶務 産業廃棄物処理 産業廃棄物処理関係書類（平成３０年度） 岐阜学習センター事務長 2019/4/1 30年 2049/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
2019 岐阜学習センター 庶務 産業廃棄物処理 産業廃棄物処理関係書類（令和元年度） 岐阜学習センター事務長 2020/4/1 30年 2049/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
2018 岐阜学習センター 庶務 産業廃棄物処理 産業廃棄物処理マニュフェスト（平成３０年度） 岐阜学習センター事務長 2019/4/1 5年 2049/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
2019 岐阜学習センター 庶務 産業廃棄物処理 産業廃棄物処理マニュフェスト（令和元年度） 岐阜学習センター事務長 2020/4/1 5年 2049/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
2017 岐阜学習センター 職員 出勤簿 出勤簿（平成２９年） 岐阜学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
2018 岐阜学習センター 職員 出勤簿 出勤簿（平成３０年） 岐阜学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
2019 岐阜学習センター 職員 出勤簿 出勤簿（令和元年） 岐阜学習センター事務長 2020/4/1 3年 2022/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
2017 岐阜学習センター 職員 時間外勤務時間管理簿 時間外勤務時間管理簿（平成２９年度） 岐阜学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
2018 岐阜学習センター 職員 時間外勤務時間管理簿 時間外労働集計簿（平成３０年度） 岐阜学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
2019 岐阜学習センター 職員 時間外勤務時間管理簿 時間外労働集計簿（令和元年度） 岐阜学習センター事務長 2020/4/1 3年 2022/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
2017 岐阜学習センター 職員 勤務時間割振書 勤務時間割振書（平成２９年度） 岐阜学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
2018 岐阜学習センター 職員 勤務時間割振書 勤務時間割振表（平成３０年度） 岐阜学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
2019 岐阜学習センター 職員 勤務時間割振書 勤務時間割振表（令和元年度） 岐阜学習センター事務長 2020/4/1 3年 2022/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
2017 岐阜学習センター 職員 通勤手当 通勤手当（平成２９年度） 岐阜学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
2018 岐阜学習センター 職員 通勤手当 通勤手当（平成３０年度） 岐阜学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
2019 岐阜学習センター 職員 通勤手当 通勤手当（令和元年度） 岐阜学習センター事務長 2020/4/1 3年 2022/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
2017 岐阜学習センター 職員 扶養手当 扶養手当（平成２９年度） 岐阜学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
2018 岐阜学習センター 職員 扶養手当 扶養手当（平成３０年度） 岐阜学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
2019 岐阜学習センター 職員 扶養手当 扶養手当（令和元年度） 岐阜学習センター事務長 2020/4/1 3年 2022/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
2017 岐阜学習センター 職員 住居手当 住居手当（平成２９年度） 岐阜学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
2018 岐阜学習センター 職員 住居手当 住居手当（平成３０年度） 岐阜学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
2019 岐阜学習センター 職員 住居手当 住居手当（令和元年度） 岐阜学習センター事務長 2020/4/1 3年 2022/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
2015 岐阜学習センター 面接授業 面接授業 面接授業（平成２７年度第１学期） 岐阜学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
2015 岐阜学習センター 面接授業 面接授業 面接授業（平成２７年度第２学期） 岐阜学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
2016 岐阜学習センター 面接授業 面接授業 面接授業（平成２８年度第１学期） 岐阜学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
2016 岐阜学習センター 面接授業 面接授業 面接授業（平成２８年度第２学期） 岐阜学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
2017 岐阜学習センター 面接授業 面接授業 面接授業（平成２９年度第１学期） 岐阜学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
2017 岐阜学習センター 面接授業 面接授業 面接授業（平成２９年度第２学期） 岐阜学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
2018 岐阜学習センター 面接授業 面接授業 面接授業（平成３０年度第１学期） 岐阜学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/4/1 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
2018 岐阜学習センター 面接授業 面接授業 面接授業（平成３０年度第2学期） 岐阜学習センター事務長 2019/4/1 5年 2023/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
2019 岐阜学習センター 面接授業 面接授業 面接授業（令和元年度第1学期） 岐阜学習センター事務長 2020/4/1 5年 2024/4/1 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
2019 岐阜学習センター 面接授業 面接授業 面接授業（令和元年度第2学期） 岐阜学習センター事務長 2020/4/1 5年 2023/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
2015 岐阜学習センター 学生関係 学生団体手続き 学生団体手続き（平成２７年度） 岐阜学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
2016 岐阜学習センター 学生関係 学生団体手続き 学生団体手続き（平成２８年度） 岐阜学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
2017 岐阜学習センター 学生関係 学生団体手続き 学生団体手続き（平成２９年度） 岐阜学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
2018 岐阜学習センター 学生関係 学生団体手続き 学生団体手続き（平成３０年度） 岐阜学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
2019 岐阜学習センター 学生関係 学生団体手続き 学生団体手続き（令和元年度） 岐阜学習センター事務長 2020/4/1 5年 2024/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
2015 岐阜学習センター 学生関係 学生研修旅行 学生研修旅行（平成２７年度） 岐阜学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
2016 岐阜学習センター 学生関係 学生研修旅行 学生研修旅行（平成２８年度） 岐阜学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
2017 岐阜学習センター 学生関係 学生研修旅行 学生研修旅行（平成２９年度） 岐阜学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
2018 岐阜学習センター 学生関係 学生研修旅行 学生研修旅行（平成３０年度） 岐阜学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
2019 岐阜学習センター 学生関係 学生研修旅行 学生研修旅行（令和元年度） 岐阜学習センター事務長 2020/4/1 5年 2024/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
2015 岐阜学習センター 学生関係 日本育英会等奨学生関係 日本育英会等奨学生関係（平成２７年度） 岐阜学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
2016 岐阜学習センター 学生関係 日本育英会等奨学生関係 日本育英会等奨学生関係（平成２８年度） 岐阜学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
2017 岐阜学習センター 学生関係 日本育英会等奨学生関係 日本育英会等奨学生関係（平成２９年度） 岐阜学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
2018 岐阜学習センター 学生関係 日本育英会等奨学生関係 日本育英会等奨学生関係（平成３０年度） 岐阜学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
2019 岐阜学習センター 学生関係 日本育英会等奨学生関係 日本育英会等奨学生関係（令和元年度） 岐阜学習センター事務長 2020/4/1 5年 2024/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
2015 岐阜学習センター 証明書 各種証明書発行台帳 教養学部　証明書発行台帳（平成２７年度） 岐阜学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
2016 岐阜学習センター 証明書 各種証明書発行台帳 教養学部　証明書発行台帳（平成２８年度） 岐阜学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
2017 岐阜学習センター 証明書 各種証明書発行台帳 教養学部　証明書発行台帳（平成２９年度） 岐阜学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
2018 岐阜学習センター 証明書 各種証明書発行台帳 教養学部　証明書発行台帳（平成３０年度） 岐阜学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
2019 岐阜学習センター 証明書 各種証明書発行台帳 教養学部　証明書発行台帳（2019年度） 岐阜学習センター事務長 2020/4/1 5年 2024/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
2015 岐阜学習センター 証明書 各種証明書発行台帳 大学院　証明書発行台帳（平成２７年度） 岐阜学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
2016 岐阜学習センター 証明書 各種証明書発行台帳 大学院　証明書発行台帳（平成２８年度） 岐阜学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
2017 岐阜学習センター 証明書 各種証明書発行台帳 大学院　証明書発行台帳（平成２９年度） 岐阜学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
2018 岐阜学習センター 証明書 各種証明書発行台帳 大学院　証明書発行台帳（平成３０年度） 岐阜学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
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2019 岐阜学習センター 証明書 各種証明書発行台帳 大学院　証明書発行台帳（2019年度） 岐阜学習センター事務長 2020/4/1 5年 2024/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
2015 岐阜学習センター 入試 大学院入学試験 大学院入学試験（平成２７年度） 岐阜学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
2016 岐阜学習センター 入試 大学院入学試験 大学院入学試験（平成２８年度） 岐阜学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
2017 岐阜学習センター 入試 大学院入学試験 大学院入学試験（平成２９年度） 岐阜学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
2018 岐阜学習センター 入試 大学院入学試験 大学院入学試験（平成３０年度） 岐阜学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
2019 岐阜学習センター 入試 大学院入学試験 大学院入学試験（令和元年度） 岐阜学習センター事務長 2020/4/1 5年 2024/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
2015 岐阜学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験 単位認定試験（平成２７年度第１学期） 岐阜学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
2015 岐阜学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験 単位認定試験（平成２７年度第２学期） 岐阜学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
2016 岐阜学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験 単位認定試験（平成２８年度第１学期） 岐阜学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
2016 岐阜学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験 単位認定試験（平成２８年度第２学期） 岐阜学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
2017 岐阜学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験 単位認定試験（平成２９年度第１学期） 岐阜学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
2017 岐阜学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験 単位認定試験（平成２９年度第２学期） 岐阜学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
2018 岐阜学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験 単位認定試験（平成３０年度第１学期） 岐阜学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
2018 岐阜学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験 単位認定試験（平成３０年度第２学期） 岐阜学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
2019 岐阜学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験 単位認定試験（令和元年度第１学期） 岐阜学習センター事務長 2020/4/1 5年 2024/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
2019 岐阜学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験 単位認定試験（令和元年度第２学期） 岐阜学習センター事務長 2020/4/1 5年 2024/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
2015 岐阜学習センター 単位認定試験関係 教員免許更新講習修了認定試験 教員免許更新講習修了認定試験（平成２７年度１学期） 岐阜学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
2015 岐阜学習センター 単位認定試験関係 教員免許更新講習修了認定試験 教員免許更新講習修了認定試験（平成２７年度２学期） 岐阜学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
2016 岐阜学習センター 単位認定試験関係 教員免許更新講習修了認定試験 教員免許更新講習修了認定試験（平成２８年度１学期） 岐阜学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
2016 岐阜学習センター 単位認定試験関係 教員免許更新講習修了認定試験 教員免許更新講習修了認定試験（平成２８年度２学期） 岐阜学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
2017 岐阜学習センター 単位認定試験関係 教員免許更新講習修了認定試験 教員免許更新講習修了認定試験（平成２９年度１学期） 岐阜学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
2017 岐阜学習センター 単位認定試験関係 教員免許更新講習修了認定試験 教員免許更新講習修了認定試験（平成２９年度２学期） 岐阜学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
2018 岐阜学習センター 単位認定試験関係 教員免許更新講習修了認定試験 教員免許更新講習修了認定試験（平成３０年度１学期） 岐阜学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
2018 岐阜学習センター 単位認定試験関係 教員免許更新講習修了認定試験 教員免許更新講習修了認定試験（平成３０年度２学期） 岐阜学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
2019 岐阜学習センター 単位認定試験関係 教員免許更新講習修了認定試験 教員免許更新講習修了認定試験（令和元年度１学期） 岐阜学習センター事務長 2020/4/1 5年 2024/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
2019 岐阜学習センター 単位認定試験関係 教員免許更新講習修了認定試験 教員免許更新講習修了認定試験（令和元年度２学期） 岐阜学習センター事務長 2020/4/1 5年 2024/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
2010 岐阜学習センター 会計 物品取得及び修繕（役務）請求書 物品取得及び修繕（役務）請求書（平成２２年度） 岐阜学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
2011 岐阜学習センター 会計 物品取得及び修繕（役務）請求書 物品取得及び修繕（役務）請求書（平成２３年度） 岐阜学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
2010 岐阜学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等受払簿（平成２２年度） 岐阜学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
2011 岐阜学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等受払簿（平成２３年度） 岐阜学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
2012 岐阜学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等受払簿（平成２４年度） 岐阜学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
2013 岐阜学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等受払簿（平成２５年度） 岐阜学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
2014 岐阜学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等受払簿（平成２６年度） 岐阜学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
2015 岐阜学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等受払簿（平成２７年度） 岐阜学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
2016 岐阜学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等受払簿（平成２８年度） 岐阜学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
2017 岐阜学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等受払簿（平成２９年度） 岐阜学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
2018 岐阜学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等受払簿（平成３０年度） 岐阜学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
2019 岐阜学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等受払簿（令和元年度） 岐阜学習センター事務長 2020/4/1 10年 2029/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
2010 岐阜学習センター 会計 予算執行計画書・示達書 予算執行計画書・示達書（平成２２年度） 岐阜学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
2011 岐阜学習センター 会計 予算執行計画書・示達書 予算執行計画書・示達書（平成２３年度） 岐阜学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
2012 岐阜学習センター 会計 予算差引簿・示達書 予算差引簿・示達書（平成２４年度） 岐阜学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
2013 岐阜学習センター 会計 予算差引簿・示達書 予算差引簿・示達書（平成２５年度） 岐阜学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
2014 岐阜学習センター 会計 予算差引簿・示達書 予算差引簿・示達書（平成２６年度） 岐阜学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
2015 岐阜学習センター 会計 予算差引簿・示達書 予算差引簿（平成27年度） 岐阜学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
2016 岐阜学習センター 会計 予算差引簿・示達書 予算差引簿（平成２８年度） 岐阜学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
2017 岐阜学習センター 会計 予算差引簿・示達書 予算差引簿（平成２９年度） 岐阜学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
2018 岐阜学習センター 会計 予算差引簿・示達書 予算差引簿（平成３０年度） 岐阜学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
2019 岐阜学習センター 会計 予算差引簿・示達書 予算差引簿（令和元年度） 岐阜学習センター事務長 2020/4/1 10年 2029/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
2010 岐阜学習センター 会計 前渡資金要求書・精算書 前渡資金要求書・精算書（平成２２年度） 岐阜学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
2011 岐阜学習センター 会計 前渡資金要求書・精算書 前渡資金要求書・精算書（平成２３年度） 岐阜学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
2010 岐阜学習センター 会計 前渡資金出納簿 前渡資金出納簿（平成２２年度） 岐阜学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
2011 岐阜学習センター 会計 前渡資金出納簿 前渡資金出納簿（平成２３年度） 岐阜学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
2012 岐阜学習センター 会計 前渡資金関係書類 前渡資金関係書類（平成２４年度） 岐阜学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
2013 岐阜学習センター 会計 前渡資金関係書類 前渡資金関係書類（平成２５年度） 岐阜学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
2014 岐阜学習センター 会計 前渡資金関係書類 前渡資金関係書類（平成２６年度） 岐阜学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
2015 岐阜学習センター 会計 前渡資金関係書類 前渡資金関係書類（平成２７年度） 岐阜学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
2016 岐阜学習センター 会計 前渡資金関係書類 前渡資金関係書類（平成２８年度） 岐阜学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
2017 岐阜学習センター 会計 前渡資金関係書類 前渡資金関係書類（平成２９年度） 岐阜学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
2018 岐阜学習センター 会計 前渡資金関係書類 前渡資金関係書類（平成３０年度） 岐阜学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
2019 岐阜学習センター 会計 前渡資金関係書類 前渡資金関係書類（令和元年度） 岐阜学習センター事務長 2020/4/1 10年 2029/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
2010 岐阜学習センター 会計 常備残高証明書 常備残高証明書（平成２２年度） 岐阜学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
2011 岐阜学習センター 会計 常備残高証明書 常備残高証明書（平成２３年度） 岐阜学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
2012 岐阜学習センター 会計 常備残高証明書 常備残高証明書（平成２４年度） 岐阜学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
2013 岐阜学習センター 会計 常備残高証明書 常備残高証明書（平成２５年度） 岐阜学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
2014 岐阜学習センター 会計 常備残高証明書 常備残高証明書（平成２６年度） 岐阜学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
2015 岐阜学習センター 会計 常備残高証明書 常備残高証明書（平成２７年度） 岐阜学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
2016 岐阜学習センター 会計 常備残高証明書 常備残高証明書（平成２８年度） 岐阜学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
2017 岐阜学習センター 会計 常備残高証明書 常備残高証明書（平成２９年度） 岐阜学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
2018 岐阜学習センター 会計 常備残高証明書 常備残高証明書（平成３０年度） 岐阜学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
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2019 岐阜学習センター 会計 常備残高証明書 常備残高証明書（令和元年度） 岐阜学習センター事務長 2020/4/1 10年 2029/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
2010 岐阜学習センター 会計 タクシーチケット利用簿 タクシーチケット利用簿（平成２２年度） 岐阜学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
2011 岐阜学習センター 会計 タクシーチケット利用簿 タクシーチケット利用簿（平成２３年度） 岐阜学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
2012 岐阜学習センター 会計 タクシーチケット利用簿 タクシーチケット利用簿（平成２４年度） 岐阜学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
2013 岐阜学習センター 会計 タクシーチケット利用簿 タクシーチケット利用簿（平成２５年度） 岐阜学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
2014 岐阜学習センター 会計 タクシーチケット利用簿 タクシーチケット利用簿（平成２６年度） 岐阜学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
2015 岐阜学習センター 会計 タクシーチケット利用簿 タクシーチケット利用簿（平成２７年度） 岐阜学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
2016 岐阜学習センター 会計 タクシーチケット利用簿 タクシーチケット利用簿（平成２８年度） 岐阜学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
2017 岐阜学習センター 会計 タクシーチケット利用簿 タクシーチケット利用簿（平成２９年度） 岐阜学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
2010 岐阜学習センター 会計 領収書控 領収書控（平成22年度） 岐阜学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
2011 岐阜学習センター 会計 領収書控 領収書控（平成23年度） 岐阜学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
2012 岐阜学習センター 会計 領収書控 領収書控（平成24年度） 岐阜学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
2013 岐阜学習センター 会計 領収書控 領収書控（平成25年度） 岐阜学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
2014 岐阜学習センター 会計 領収書控 領収書控（平成26年度） 岐阜学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
2015 岐阜学習センター 会計 領収書控 領収書控（平成27年度） 岐阜学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
2016 岐阜学習センター 会計 領収書控 領収書控（平成28年度） 岐阜学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
2017 岐阜学習センター 会計 領収書控 領収書控（平成29年度） 岐阜学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
2018 岐阜学習センター 会計 領収書控 領収書控（消費税あり）（平成３０年度） 岐阜学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
2018 岐阜学習センター 会計 領収書控 領収書控（消費税なし）（平成３０年度） 岐阜学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
2019 岐阜学習センター 会計 領収書控 領収書控（消費税あり）（令和元年度） 岐阜学習センター事務長 2020/4/1 10年 2029/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
2019 岐阜学習センター 会計 領収書控 領収書控（消費税なし）（令和元年度） 岐阜学習センター事務長 2020/4/1 10年 2029/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
2010 岐阜学習センター 会計 現金収入出納簿 現金収入出納簿（平成２２年度） 岐阜学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
2011 岐阜学習センター 会計 現金収入出納簿 現金収入出納簿（平成２３年度） 岐阜学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
2012 岐阜学習センター 会計 収入金関係書類 収入金関係書類（平成２４年度） 岐阜学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
2013 岐阜学習センター 会計 収入金関係書類 収入金関係書類（平成２５年度） 岐阜学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
2014 岐阜学習センター 会計 収入金関係書類 収入金関係書類（平成２６年度） 岐阜学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
2015 岐阜学習センター 会計 収入金関係書類 収入金関係書類（平成２７年度） 岐阜学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
2016 岐阜学習センター 会計 収入金関係書類 収入金関係書類（平成２８年度） 岐阜学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
2017 岐阜学習センター 会計 収入金関係書類 収入金関係書類（平成２９年度） 岐阜学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
2018 岐阜学習センター 会計 収入金関係書類 収入金関係書類（平成３０年度） 岐阜学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
2019 岐阜学習センター 会計 収入金関係書類 収入金関係書類（令和元年度） 岐阜学習センター事務長 2020/4/1 10年 2029/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
2010 岐阜学習センター 会計 出納員・現金払込 出納員・現金払込（平成２２年度） 岐阜学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
2011 岐阜学習センター 会計 出納員・現金払込 出納員・現金払込（平成２３年度） 岐阜学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
2010 岐阜学習センター 会計 金種表 金種表（平成２２年度） 岐阜学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
2011 岐阜学習センター 会計 金種表 金種表（平成２３年度） 岐阜学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
2012 岐阜学習センター 会計 金種表 金種表（平成２４年度） 岐阜学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
2013 岐阜学習センター 会計 金種表 金種表（平成２５年度） 岐阜学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
2014 岐阜学習センター 会計 金種表 金種表（平成２６年度） 岐阜学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
2015 岐阜学習センター 会計 金種表 金種表（平成２７年度） 岐阜学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
2016 岐阜学習センター 会計 金種表 金種表（平成２８年度） 岐阜学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
2017 岐阜学習センター 会計 金種表 金種表（平成２９年度） 岐阜学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
2018 岐阜学習センター 会計 金種表 金種表（平成３０年度） 岐阜学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
2015 岐阜学習センター 学生関係 学生団体助成金 学生団体助成金（平成２７年度） 岐阜学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
2016 岐阜学習センター 学生関係 学生団体助成金 学生団体助成金（平成２８年度） 岐阜学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
2017 岐阜学習センター 学生関係 学生団体助成金 学生団体助成金（平成２９年度） 岐阜学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
2018 岐阜学習センター 学生関係 学生団体助成金 学生団体助成金（平成３０年度） 岐阜学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
2019 岐阜学習センター 学生関係 学生団体助成金 学生団体助成金（令和元年度） 岐阜学習センター事務長 2020/4/1 5年 2024/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
2014 岐阜学習センター 庶務 自家用車業務使用登録 自家用車業務使用登録申請書（平成26年度） 岐阜学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
2015 岐阜学習センター 庶務 自家用車業務使用登録 自家用車業務使用登録申請書（平成27年度） 岐阜学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
2016 岐阜学習センター 庶務 自家用車業務使用登録 自家用車業務使用登録申請書（平成28年度） 岐阜学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
2017 岐阜学習センター 庶務 自家用車業務使用登録 自家用車業務使用登録申請書（平成29年度） 岐阜学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
2018 岐阜学習センター 庶務 自家用車業務使用登録 自家用車業務使用登録申請書（平成30年度） 岐阜学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
2019 岐阜学習センター 庶務 自家用車業務使用登録 自家用車業務使用登録申請書（令和元年度） 岐阜学習センター事務長 2020/4/1 10年 2029/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
2015 岐阜学習センター 広報 公開講演会 公開講演会（平成27年度1学期） 岐阜学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
2015 岐阜学習センター 広報 公開講演会 公開講演会（平成27年度2学期） 岐阜学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
2016 岐阜学習センター 広報 公開講演会 公開講演会（平成28年度1学期） 岐阜学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
2016 岐阜学習センター 広報 公開講演会 公開講演会（平成28年度2学期） 岐阜学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
2017 岐阜学習センター 広報 公開講演会 公開講演会（平成29年度1学期） 岐阜学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
2017 岐阜学習センター 広報 公開講演会 公開講演会（平成29年度2学期） 岐阜学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
2018 岐阜学習センター 広報 公開講演会 公開講演会（平成30年度1学期） 岐阜学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
2018 岐阜学習センター 広報 公開講演会 公開講演会（平成30年度2学期） 岐阜学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
2019 岐阜学習センター 広報 公開講演会 公開講演会（2019年度1学期） 岐阜学習センター事務長 2020/4/1 5年 2024/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
2019 岐阜学習センター 広報 公開講演会 公開講演会（2019年度2学期） 岐阜学習センター事務長 2020/4/1 5年 2024/3/31 紙 岐阜学習センター 岐阜学習センター事務長 廃棄
1992 静岡学習センター 式典 静岡ビデオ学習センター開所式 静岡ビデオ学習センター開所式 静岡学習センター事務長 1993/4/1 無期限 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 事務長 廃棄
1998 静岡学習センター センター外視聴関係 センター外視聴施設委嘱・覚書 センター外視聴施設委嘱・覚書 静岡学習センター事務長 1999/4/1 無期限 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 事務長 廃棄
2000 静岡学習センター センター外視聴関係 静岡市教室関係 静岡市教室関係 静岡学習センター事務長 2001/4/1 無期限 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 事務長 廃棄
2000 静岡学習センター センター外視聴関係 浜松ブランチ学習センター構想 浜松ブランチ学習センター構想 静岡学習センター事務長 2001/4/1 無期限 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 事務長 廃棄
2000 静岡学習センター 式典 浜松サテライトスペース開所式関係 浜松サテライトスペース開所式関係 静岡学習センター事務長 2001/4/1 無期限 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 事務長 廃棄
2015 静岡学習センター センター外視聴関係 磐田市再視聴施設 磐田市再視聴施設 静岡学習センター事務長 2016/4/1 無期限 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 事務長 廃棄
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2015 静岡学習センター センター外視聴関係 掛川市再視聴施設 掛川市再視聴施設 静岡学習センター事務長 2016/4/1 無期限 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 事務長 廃棄
2002 静岡学習センター 庶務 公印調整 公印調整 静岡学習センター事務長 2003/4/1 30年 2033/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 事務長 廃棄
2002 静岡学習センター 図書・視聴 蔵書リスト一覧 蔵書リスト一覧 静岡学習センター事務長 2003/4/1 30年 2033/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 試験・図書 廃棄
1995 静岡学習センター 図書・視聴 蔵書目録　ＡＶ資料 蔵書目録　ＡＶ資料 静岡学習センター事務長 1996/4/1 30年 2026/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 試験・図書 廃棄
1995 静岡学習センター 図書・視聴 蔵書目録　図書 蔵書目録　図書 静岡学習センター事務長 1996/4/1 30年 2026/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 試験・図書 廃棄
1995 静岡学習センター 図書・視聴 蔵書目録　和書 蔵書目録　和書 静岡学習センター事務長 1996/4/1 30年 2026/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 試験・図書 廃棄
1994 静岡学習センター 施設 案内板取り付覚書き 案内板取り付覚書き 静岡学習センター事務長 1995/4/1 30年 2025/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 事務長 廃棄
1992 静岡学習センター センター外視聴関係 センター外視聴資料 センター外視聴資料 静岡学習センター事務長 1993/4/1 30年 2023/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 外部施設 廃棄
2010 静岡学習センター 会計 各内訳表 平成２２年度　各内訳表 静岡学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 会計 廃棄
2010 静岡学習センター 会計 各内訳表 平成２２年度　金種内訳表 静岡学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 会計 廃棄
2010 静岡学習センター 会計 学生募集有料広告 平成２２年度　学生募集有料広告 静岡学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 事務長 廃棄
2010 静岡学習センター 会計 管理経費・教材作成等事業費支払伝票 平成２２年度　管理経費・教材作成等事業費支払伝票 静岡学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 会計 廃棄
2010 静岡学習センター 会計 現金払込書 平成２２年度　現金払込書 静岡学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 外部施設 廃棄
2010 静岡学習センター 会計 後納郵便 平成２２年度　後納郵便 静岡学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 会計 廃棄
2010 静岡学習センター 会計 支払伝票（経理課支払分） 平成２２年度　支払伝票（経理課支払分） 静岡学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 会計 廃棄
2010 静岡学習センター 会計 資金集中年度末処理 平成２２年度　資金集中年度末処理 静岡学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 会計 廃棄
2010 静岡学習センター 会計 手数料等領収書綴（学部） 平成２２年度　手数料等領収書綴（学部） 静岡学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 外部施設 廃棄
2010 静岡学習センター 会計 切手・葉書・保険 平成２２年度　切手・葉書・保険 静岡学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 会計 廃棄
2010 静岡学習センター 会計 前渡資金要求・精算書類 平成２２年度　前渡資金要求・精算書類 静岡学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 会計 廃棄
2010 静岡学習センター 会計 庁費支払伝票　前渡資金 平成２２年度　庁費支払伝票　前渡資金 静岡学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 会計 廃棄
2010 静岡学習センター 会計 郵便切手受払簿 平成２２年度　郵便切手受払簿 静岡学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 会計 廃棄
2010 静岡学習センター 会計 予算関係 平成２２年度　予算関係（予算書執行計画書） 静岡学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 会計 廃棄
2010 静岡学習センター 会計 予算関係 平成２２年度　予算関係（予算示達書） 静岡学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 会計 廃棄
2010 静岡学習センター 会計 旅費支払伝票　前渡資金 平成２２年度　旅費支払伝票　前渡資金 静岡学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 会計 廃棄
2011 静岡学習センター 会計 学生募集有料広告 平成２３年度　学生募集有料広告 静岡学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 事務長 廃棄
2011 静岡学習センター 会計 管理経費・教材作成等事業費支払伝票 平成２３年度　管理経費・教材作成等事業費 静岡学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 会計 廃棄
2011 静岡学習センター 会計 現金払込書 平成２３年度　現金払込書 静岡学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 外部施設 廃棄
2011 静岡学習センター 会計 後納郵便 平成２３年度　後納郵便 静岡学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 会計 廃棄
2011 静岡学習センター 会計 資金集中年度末処理 平成２３年度　資金集中年度末処理 静岡学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 会計 廃棄
2011 静岡学習センター 会計 出納員出納簿 平成２３年度　出納員出納簿 静岡学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 外部施設 廃棄
2011 静岡学習センター 会計 証明書・学生証再発行料 平成２３年度　証明書・学生証再発行料 静岡学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 外部施設 廃棄
2011 静岡学習センター 会計 前渡資金出納簿 平成２３年度　前渡資金出納簿 静岡学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 会計 廃棄
2011 静岡学習センター 会計 前渡資金要求・精算書類 平成２３年度　前渡資金要求・精算書類 静岡学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 会計 廃棄
2011 静岡学習センター 会計 庁費支払伝票　前渡資金 平成２３年度　庁費支払伝票　前渡資金 静岡学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 会計 廃棄
2011 静岡学習センター 会計 郵便切手受払簿 平成２３年度　郵便切手受払簿 静岡学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 会計 廃棄
2011 静岡学習センター 会計 予算関係 平成２３年度　予算関係 静岡学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 会計 廃棄
2011 静岡学習センター 会計 旅費支払伝票　前渡資金 平成２３年度　旅費支払伝票　前渡資金 静岡学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 会計 廃棄
2012 静岡学習センター 会計 学生募集有料広告 平成２４年度　学生募集有料広告 静岡学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 事務長 廃棄
2012 静岡学習センター 会計 現金払込書 平成２４年度　現金払込書 静岡学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 外部施設 廃棄
2012 静岡学習センター 会計 後納郵便 平成２４年度　後納郵便 静岡学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 会計 廃棄
2012 静岡学習センター 会計 資金集中年度末処理 平成２４年度　年度末処理 静岡学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 会計 廃棄
2012 静岡学習センター 会計 出納員出納簿 平成２４年度　出納員出納簿 静岡学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 外部施設 廃棄
2012 静岡学習センター 会計 証明書・学生証再発行料 平成２４年度　証明書・学生証再発行料 静岡学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 外部施設 廃棄
2012 静岡学習センター 会計 前渡資金出納簿 平成２４年度　前渡資金出納簿 静岡学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 会計 廃棄
2012 静岡学習センター 会計 前渡資金要求・精算書類 平成２４年度　前渡資金要求・精算書類 静岡学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 会計 廃棄
2012 静岡学習センター 会計 郵便切手受払簿 平成２４年度　郵便切手受払簿 静岡学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 会計 廃棄
2012 静岡学習センター 会計 予算関係 平成２４年度　予算関係 静岡学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 会計 廃棄
2013 静岡学習センター 会計 学生募集有料広告 平成２５年度　学生募集有料広告 静岡学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 事務長 廃棄
2013 静岡学習センター 会計 現金払込書 平成２５年度　現金払込書 静岡学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 外部施設 廃棄
2013 静岡学習センター 会計 後納郵便 平成２５年度　後納郵便 静岡学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 会計 廃棄
2013 静岡学習センター 会計 資金集中年度末処理 平成２５年度　年度末処理 静岡学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 会計 廃棄
2013 静岡学習センター 会計 出納員出納簿 平成２５年度　出納員出納簿 静岡学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 外部施設 廃棄
2013 静岡学習センター 会計 証明書・学生証再発行料 平成２５年度　証明書・学生証再発行料 静岡学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 外部施設 廃棄
2013 静岡学習センター 会計 前渡資金出納簿 平成２５年度　前渡資金出納簿 静岡学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 会計 廃棄
2013 静岡学習センター 会計 前渡資金要求・精算書類 平成２５年度　前渡資金要求・精算書類 静岡学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 会計 廃棄
2013 静岡学習センター 会計 郵便切手受払簿 平成２５年度　郵便切手受払簿 静岡学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 会計 廃棄
2013 静岡学習センター 会計 予算関係 平成２５年度　予算関係 静岡学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 会計 廃棄
2014 静岡学習センター 会計 学生募集有料広告 平成２６年度　学生募集有料広告 静岡学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 事務長 廃棄
2014 静岡学習センター 会計 現金払込書 平成２６年度　現金払込書 静岡学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 外部施設 廃棄
2014 静岡学習センター 会計 後納郵便 平成２６年度　後納郵便 静岡学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 会計 廃棄
2014 静岡学習センター 会計 資金集中年度末処理 平成２６年度　年度末処理 静岡学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 会計 廃棄
2014 静岡学習センター 会計 出納員出納簿 平成２６年度　出納員出納簿 静岡学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 外部施設 廃棄
2014 静岡学習センター 会計 証明書・学生証再発行料 平成２６年度　証明書・学生証再発行料 静岡学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 外部施設 廃棄
2014 静岡学習センター 会計 前渡資金出納簿 平成２６年度　前渡資金出納簿 静岡学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 会計 廃棄
2014 静岡学習センター 会計 前渡資金要求・精算書類 平成２６年度　前渡資金要求・精算書類 静岡学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 会計 廃棄
2014 静岡学習センター 会計 郵便切手受払簿 平成２６年度　郵便切手受払簿 静岡学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 会計 廃棄
2014 静岡学習センター 会計 予算関係 平成２６年度　予算関係 静岡学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 会計 廃棄
2015 静岡学習センター 会計 学生募集有料広告 平成２７年度　学生募集有料広告 静岡学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 事務長 廃棄
2015 静岡学習センター 会計 現金払込書 平成２７年度　現金払込書 静岡学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 外部施設 廃棄
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2015 静岡学習センター 会計 後納郵便 平成２７年度　後納郵便 静岡学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 会計 廃棄
2015 静岡学習センター 会計 出納員出納簿 平成２７年度　出納員出納簿 静岡学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 外部施設 廃棄
2015 静岡学習センター 会計 前渡資金出納簿 平成２７年度　前渡資金出納簿 静岡学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 会計 廃棄
2015 静岡学習センター 会計 前渡資金要求・精算書類 平成２７年度　前渡資金要求・精算書類 静岡学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 会計 廃棄
2015 静岡学習センター 会計 郵便切手受払簿 平成２７年度　郵便切手受払簿 静岡学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 会計 廃棄
2015 静岡学習センター 会計 予算関係 平成２７年度　予算関係 静岡学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 会計 廃棄
2016 静岡学習センター 会計 現金払込書 平成２８年度　現金払込書 静岡学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 外部施設 廃棄
2016 静岡学習センター 会計 後納郵便 平成２８年度　後納郵便 静岡学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 会計 廃棄
2016 静岡学習センター 会計 出納員出納簿 平成２８年度　出納員現金出納簿 静岡学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 外部施設 廃棄
2016 静岡学習センター 会計 前渡資金出納簿 平成２８年度　前渡資金出納簿 静岡学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 会計 廃棄
2016 静岡学習センター 会計 前渡資金要求・精算書類 平成２８年度　前渡資金要求・精算書類 静岡学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 会計 廃棄
2016 静岡学習センター 会計 郵便切手受払簿 平成２８年度　郵便切手受払簿 静岡学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 会計 廃棄
2016 静岡学習センター 会計 予算関係 平成２８年度　予算関係 静岡学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 会計 廃棄
2017 静岡学習センター 会計 現金払込書 平成２９年度　現金払込書 静岡学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 外部施設 廃棄
2017 静岡学習センター 会計 後納郵便 平成２９年度　後納郵便 静岡学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 会計 廃棄
2017 静岡学習センター 会計 出納員出納簿 平成２９年度　出納員現金出納簿 静岡学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 外部施設 廃棄
2017 静岡学習センター 会計 前渡資金出納簿 平成２９年度　前渡資金出納簿 静岡学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 会計 廃棄
2017 静岡学習センター 会計 前渡資金要求・精算書類 平成２９年度　前渡資金要求・精算書類 静岡学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 会計 廃棄
2017 静岡学習センター 会計 郵便切手受払簿 平成２９年度　郵便切手受払簿 静岡学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 会計 廃棄
2017 静岡学習センター 会計 予算関係 平成２９年度　予算関係 静岡学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 会計 廃棄
2018 静岡学習センター 会計 各内訳表 平成３０年度　各内訳表 静岡学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 会計 廃棄
2018 静岡学習センター 会計 各内訳表 平成３０年度　金種内訳表 静岡学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 会計 廃棄
2018 静岡学習センター 会計 学生募集有料広告 平成３０年度　学生募集有料広告 静岡学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 事務長 廃棄
2018 静岡学習センター 会計 管理経費・教材作成等事業費支払伝票 平成３０年度　管理経費・教材作成等事業費支払伝票 静岡学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 会計 廃棄
2018 静岡学習センター 会計 現金払込書 平成３０年度　現金払込書 静岡学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 外部施設 廃棄
2018 静岡学習センター 会計 後納郵便 平成３０年度　後納郵便 静岡学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 会計 廃棄
2018 静岡学習センター 会計 支払伝票（経理課支払分） 平成３０年度　支払伝票（経理課支払分） 静岡学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 会計 廃棄
2018 静岡学習センター 会計 資金集中年度末処理 平成３０年度　資金集中年度末処理 静岡学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 会計 廃棄
2018 静岡学習センター 会計 手数料等領収書綴（学部） 平成３０年度　手数料等領収書綴（学部） 静岡学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 外部施設 廃棄
2018 静岡学習センター 会計 切手・葉書・保険 平成３０年度　切手・葉書・保険 静岡学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 会計 廃棄
2018 静岡学習センター 会計 前渡資金要求・精算書類 平成３０年度　前渡資金要求・精算書類 静岡学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 会計 廃棄
2018 静岡学習センター 会計 庁費支払伝票　前渡資金 平成３０年度　庁費支払伝票　前渡資金 静岡学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 会計 廃棄
2018 静岡学習センター 会計 郵便切手受払簿 平成３０年度　郵便切手受払簿 静岡学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 会計 廃棄
2018 静岡学習センター 会計 旅費支払伝票　前渡資金 平成３０年度　旅費支払伝票　前渡資金 静岡学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 会計 廃棄
2019 静岡学習センター 会計 各内訳表 令和元年度　各内訳表 静岡学習センター事務長 2020/4/1 10年 2029/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 会計 廃棄
2019 静岡学習センター 会計 各内訳表 令和元年度　金種内訳表 静岡学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 会計 廃棄
2019 静岡学習センター 会計 学生募集有料広告 令和元年度　学生募集有料広告 静岡学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 事務長 廃棄
2019 静岡学習センター 会計 管理経費・教材作成等事業費支払伝票 令和元年度　管理経費・教材作成等事業費支払伝票 静岡学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 会計 廃棄
2019 静岡学習センター 会計 現金払込書 令和元年度　現金払込書 静岡学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 外部施設 廃棄
2019 静岡学習センター 会計 後納郵便 令和元年度　後納郵便 静岡学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 会計 廃棄
2019 静岡学習センター 会計 支払伝票（経理課支払分） 令和元年度　支払伝票（経理課支払分） 静岡学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 会計 廃棄
2019 静岡学習センター 会計 資金集中年度末処理 令和元年度　資金集中年度末処理 静岡学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 会計 廃棄
2019 静岡学習センター 会計 手数料等領収書綴（学部） 令和元年度　手数料等領収書綴（学部） 静岡学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 外部施設 廃棄
2019 静岡学習センター 会計 切手・葉書・保険 令和元年度　切手・葉書・保険 静岡学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 会計 廃棄
2019 静岡学習センター 会計 前渡資金要求・精算書類 令和元年度　前渡資金要求・精算書類 静岡学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 会計 廃棄
2019 静岡学習センター 会計 庁費支払伝票　前渡資金 令和元年度　庁費支払伝票　前渡資金 静岡学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 会計 廃棄
2019 静岡学習センター 会計 郵便切手受払簿 令和元年度　郵便切手受払簿 静岡学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 会計 廃棄
2019 静岡学習センター 会計 旅費支払伝票　前渡資金 令和元年度　旅費支払伝票　前渡資金 静岡学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 会計 廃棄
2013 静岡学習センター 学生関係 学生教育研究災害傷害保険 学生教育研究災害傷害保険　Ｈ１６～２５ 静岡学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 学生 廃棄
2015 静岡学習センター 学生関係 学生教育研究災害傷害保険 学生教育研究災害傷害保険　Ｈ２６～Ｈ２７ 静岡学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 学生 廃棄
2015 静岡学習センター 学生関係 学習センター利用の手引き 平成２７年度　学習センター利用の手引き 静岡学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 学生 廃棄
2015 静岡学習センター 学生関係 学生研修旅行関係 平成２７年度　学生研修旅行関係 静岡学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 学生 廃棄
2015 静岡学習センター 学生関係 学生助成金 平成２７年度　学生助成金 静岡学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 学生 廃棄
2015 静岡学習センター 学生関係 学生団体設立願 学生団体設立願　Ｈ２６～Ｈ２７ 静岡学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 学生 廃棄
2015 静岡学習センター 学生関係 学生特別経費 平成２７年度　学生特別経費・廃止に伴う追加予算措置 静岡学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 学生 廃棄
2016 静岡学習センター 学生関係 学生教育研究災害傷害保険 平成２８年度　学生教育研究災害傷害保険 静岡学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 学生 廃棄
2016 静岡学習センター 学生関係 学習センター利用の手引き 平成２８年度　学習センター利用の手引き 静岡学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 学生 廃棄
2016 静岡学習センター 学生関係 学生助成金 平成２８年度　学生助成金 静岡学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 学生 廃棄
2017 静岡学習センター 学生関係 学習センター利用の手引き 平成２９年度　学習センター利用の手引き 静岡学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 学生 廃棄
2017 静岡学習センター 学生関係 学生助成金 平成２９年度　学生助成金 静岡学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 学生 廃棄
2018 静岡学習センター 学生関係 学習センター利用の手引き 平成３０年度　学習センター利用の手引き 静岡学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 学生 廃棄
2018 静岡学習センター 学生関係 学生研修旅行関係 平成３０年度　学生研修旅行 静岡学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 学生 廃棄
2018 静岡学習センター 学生関係 学生助成金 平成３０年度　学生助成金 静岡学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 学生 廃棄
2018 静岡学習センター 学生関係 学生団体設立願 平成３０年度　学生団体設立願 静岡学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 学生 廃棄
2018 静岡学習センター 学生関係 学生特別経費 平成３０年度　学生特別経費 静岡学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 学生 廃棄
2019 静岡学習センター 学生関係 学生助成金 令和元年度　学生助成金 静岡学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 学生 廃棄
2019 静岡学習センター 学生関係 学生団体設立願 令和元年度　学生団体設立願 静岡学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 学生 廃棄
2019 静岡学習センター 学生関係 学生特別経費 令和元年度　学生特別経費 静岡学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 学生 廃棄
2015 静岡学習センター 管理運営 監事監査 平成２７年度　監事監査 静岡学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 事務長 廃棄
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2017 静岡学習センター 管理運営 危機管理 平成２９年度　危機管理 静岡学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 事務長 廃棄
2018 静岡学習センター 管理運営 危機管理 平成３０年度　危機管理 静岡学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 事務長 廃棄
2015 静岡学習センター 教務関係 教員免許更新講習 平成２７年度　教員免許更新講習 静岡学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 試験・図書 廃棄
2015 静岡学習センター 教務関係 教員免許更新講習（浜松） 平成２７年度　教員免許更新講習（浜松） 静岡学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 外部施設 廃棄
2016 静岡学習センター 教務関係 教員免許更新講習 平成２８年度　教員免許更新講習 静岡学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 試験・図書 廃棄
2017 静岡学習センター 教務関係 教員免許更新講習 平成２９年度　教員免許更新講習 静岡学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 試験・図書 廃棄
2017 静岡学習センター 教務関係 放送教材の廃棄 平成２９年度　放送教材廃棄 静岡学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 試験・図書 廃棄
2018 静岡学習センター 教務関係 教員免許更新講習 平成３０年度　教員免許更新講習　 静岡学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 試験・図書 廃棄
2018 静岡学習センター 教務関係 教員免許更新講習（浜松） 平成３０年度　教員免許更新講習（浜松）　 静岡学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 外部施設 廃棄
2018 静岡学習センター 教務関係 放送教材の廃棄 平成３０年度　放送教材廃棄 静岡学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 試験・図書 廃棄
2019 静岡学習センター 教務関係 教員免許更新講習 令和元年度　教員免許更新講習　 静岡学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 試験・図書 廃棄
2019 静岡学習センター 教務関係 教員免許更新講習（浜松） 令和元年度　教員免許更新講習（浜松）　 静岡学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 外部施設 廃棄
2019 静岡学習センター 教務関係 放送教材の廃棄 令和元年度　放送教材廃棄 静岡学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 試験・図書 廃棄
2015 静岡学習センター 広報 セミナー・特別講演会・公開講演会 平成２７年度　セミナー・特別講演会・公開講演会 静岡学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 広報 廃棄
2015 静岡学習センター 広報 学習センター機関誌 平成２７年度　学習センター機関誌 静岡学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 広報 廃棄
2015 静岡学習センター 広報 学生募集関係 平成２７年度　２学期学生募集関係 静岡学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 広報 廃棄
2015 静岡学習センター 広報 学生募集関係 平成２８年度　１学期学生募集関係 静岡学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 広報 廃棄
2016 静岡学習センター 広報 セミナー・特別講演会・公開講演会 平成２８年度　セミナー・特別講演会・公開講演会 静岡学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 広報 廃棄
2016 静岡学習センター 広報 学習センター機関誌 平成２８年度　学習センター機関誌 静岡学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 広報 廃棄
2016 静岡学習センター 広報 学生募集関係 平成２８年度　第２学期　学生募集関係 静岡学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 広報 廃棄
2016 静岡学習センター 広報 学生募集関係 平成２９年度　第１学期　学生募集関係 静岡学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 広報 廃棄
2017 静岡学習センター 広報 セミナー・特別講演会・公開講演会 平成２９年度　セミナー・特別講演会・公開講演会 静岡学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 広報 廃棄
2017 静岡学習センター 広報 学習センター機関誌 平成２９年度　学習センター機関誌 静岡学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 広報 廃棄
2017 静岡学習センター 広報 学生募集関係 平成２９年度　２学期学生募集関係 静岡学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 広報 廃棄
2017 静岡学習センター 広報 学生募集関係 平成３０年度　１学期学生募集関係 静岡学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 広報 廃棄
2018 静岡学習センター 広報 セミナー・特別講演会・公開講演会 平成３０年度　セミナー・特別講演会・公開講演会 静岡学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 広報 廃棄
2018 静岡学習センター 広報 学習センター機関誌 平成３０年度　学習センター機関誌 静岡学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 広報 廃棄
2018 静岡学習センター 広報 学生募集関係 平成３０年度　２学期学生募集関係 静岡学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 広報 廃棄
2018 静岡学習センター 広報 学生募集関係 平成３１年度　１学期学生募集関係 静岡学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 広報 廃棄
2019 静岡学習センター 広報 セミナー・特別講演会・公開講演会 令和元年度　セミナー・特別講演会・公開講演会 静岡学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 広報 廃棄
2019 静岡学習センター 広報 学習センター機関誌 令和元年度　学習センター機関誌 静岡学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 広報 廃棄
2019 静岡学習センター 広報 学生募集関係 令和元年度　２学期学生募集関係 静岡学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 広報 廃棄
2019 静岡学習センター 広報 学生募集関係 令和２年度　１学期学生募集関係 静岡学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 広報 廃棄
2010 静岡学習センター 式典 入学者の集い・卒業式関係 平成２２年度　入学者の集い・卒業式関係 静岡学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 広報 廃棄
2011 静岡学習センター 式典 入学者の集い・卒業式関係 平成２３年度　入学者の集い・卒業式関係 静岡学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 広報 廃棄
2012 静岡学習センター 式典 入学者の集い・卒業式関係 平成２４年度　入学者の集い・卒業式関係 静岡学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 広報 廃棄
2013 静岡学習センター 式典 入学者の集い・卒業式関係 平成２５年度　入学者の集い・卒業式関係 静岡学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 広報 廃棄
2014 静岡学習センター 式典 入学者の集い・卒業式関係 平成２６年度　入学者の集い・卒業式関係 静岡学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 広報 廃棄
2015 静岡学習センター 式典 入学者の集い・卒業式関係 平成２７年度　入学者の集い・卒業式関係 静岡学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 広報 廃棄
2016 静岡学習センター 式典 入学者の集い・卒業式関係 平成２８年度　入学者の集い・卒業式関係 静岡学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 広報 廃棄
2017 静岡学習センター 式典 入学者の集い・卒業式関係 平成２９年度　入学者の集い・卒業式関係 静岡学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 広報 廃棄
2019 静岡学習センター 式典 入学者の集い・卒業式関係 令和元年度　入学者の集い・卒業式関係 静岡学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 広報 廃棄
2010 静岡学習センター 庶務 出張命令復命書 平成２２年度　出張命令復命書 静岡学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 会計 廃棄
2011 静岡学習センター 庶務 出張命令復命書 平成２３年度　出張命令復命書 静岡学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 会計 廃棄
2012 静岡学習センター 庶務 出張命令（依頼）書 平成２４年度　出張命令（依頼）書 静岡学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 会計 廃棄
2012 静岡学習センター 庶務 出張命令復命書 平成２４年度　出張命令復命書 静岡学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 会計 廃棄
2013 静岡学習センター 庶務 出張命令（依頼）書 平成２５年度　出張命令（依頼）書 静岡学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 会計 廃棄
2013 静岡学習センター 庶務 出張命令復命書 平成２５年度　出張命令復命書 静岡学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 会計 廃棄
2014 静岡学習センター 庶務 出張命令（依頼）書 平成２６年度　出張命令（依頼）書 静岡学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 会計 廃棄
2014 静岡学習センター 庶務 出張命令復命書 平成２６年度　出張命令復命書 静岡学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 会計 廃棄
2015 静岡学習センター 庶務 出張命令（依頼）書 平成２７年度　出張命令（依頼）書 静岡学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 会計 廃棄
2015 静岡学習センター 庶務 出張命令復命書 平成２７年度　出張命令復命書 静岡学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 会計 廃棄
2015 静岡学習センター 庶務 法人文書ファイル管理簿 平成２７年度　法人文書ファイル管理簿 静岡学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 事務長 廃棄
2016 静岡学習センター 庶務 出張命令（依頼）書 平成２８年度　出張命令（依頼）書 静岡学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 会計 廃棄
2016 静岡学習センター 庶務 出張命令復命書 平成２８年度　出張復命書 静岡学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 会計 廃棄
2016 静岡学習センター 庶務 法人文書ファイル管理簿 平成２８年度　法人文書ファイル管理簿 静岡学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 事務長 廃棄
2017 静岡学習センター 庶務 出張命令（依頼）書 平成２９年度　出張命令（依頼）書 静岡学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 会計 廃棄
2017 静岡学習センター 庶務 出張命令復命書 平成２９年度　出張復命書 静岡学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 会計 廃棄
2017 静岡学習センター 庶務 法人文書ファイル管理簿 平成２９年度　法人文書ファイル管理簿 静岡学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 事務長 廃棄
2018 静岡学習センター 庶務 出張命令復命書 平成３０年度　出張命令復命書 静岡学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 会計 廃棄
2018 静岡学習センター 庶務 法人文書ファイル管理簿 平成３０年度　法人文書ファイル管理簿 ２５ 静岡学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 事務長 廃棄
2019 静岡学習センター 庶務 出張命令復命書 令和元年度　出張命令復命書 静岡学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 会計 廃棄
2019 静岡学習センター 庶務 法人文書ファイル管理簿 令和元年度　法人文書ファイル管理簿 ２５ 静岡学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 事務長 廃棄
2017 静岡学習センター 諸会議 学習センター事務長連絡会議 平成２９年度　学習センター事務長連絡会議 静岡学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 事務長 廃棄
2017 静岡学習センター 諸会議 学習センター所長連絡会議 平成２９年度　学習センター所長連絡会議 静岡学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 所長 廃棄
2017 静岡学習センター 諸会議 北陸東海ブロック連絡会議 平成２９年度　北陸東海ブロック連絡会議 静岡学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 事務長 廃棄
2019 静岡学習センター 諸会議 学習センター所長連絡会議 令和元年度　学習センター所長連絡会議 静岡学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 所長 廃棄
2019 静岡学習センター 諸会議 北陸東海ブロック連絡会議 令和元年度　北陸東海ブロック連絡会議 静岡学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 事務長 廃棄
2017 静岡学習センター 証明書 学割証発行簿 平成２９年度　学割証発行簿 静岡学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 学生 廃棄
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2017 静岡学習センター 証明書 諸証明書交付願 平成２９年度　諸証明交付願 静岡学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 学生 廃棄
2017 静岡学習センター 証明書 証明書発行台帳 平成２９年度　証明書発行台帳 静岡学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 学生 廃棄
2017 静岡学習センター 証明書 大学院証明書発行台帳 平成２９年度　大学院証明書発行台帳 静岡学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 学生 廃棄
2017 静岡学習センター 証明書 通学証明書交付願 平成２９年度　通学証明書交付願 静岡学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 学生 廃棄
2018 静岡学習センター 証明書 学割証発行簿 平成３０年度　学割証発行簿 静岡学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 学生 廃棄
2018 静岡学習センター 証明書 諸証明書交付願 平成３０年度　諸証明交付願 静岡学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 学生 廃棄
2018 静岡学習センター 証明書 証明書発行台帳 平成３０年度　証明書発行台帳 静岡学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 学生 廃棄
2018 静岡学習センター 証明書 大学院証明書発行台帳 平成３０年度　大学院証明書発行台帳 静岡学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 学生 廃棄
2018 静岡学習センター 証明書 通学証明書交付願 平成３０年度　通学証明書交付願 静岡学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 学生 廃棄
2019 静岡学習センター 証明書 学割証発行簿 令和元年度　学割証発行簿 静岡学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 学生 廃棄
2019 静岡学習センター 証明書 諸証明書交付願 令和元年度　諸証明交付願 静岡学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 学生 廃棄
2019 静岡学習センター 証明書 証明書発行台帳 令和元年度　証明書発行台帳 静岡学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 学生 廃棄
2019 静岡学習センター 証明書 大学院証明書発行台帳 令和元年度　大学院証明書発行台帳 静岡学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 学生 廃棄
2019 静岡学習センター 証明書 通学証明書交付願 令和元年度　通学証明書交付願 静岡学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 学生 廃棄
2015 静岡学習センター 職員 健康診断 平成２７年度　健康診断 静岡学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 事務長 廃棄
2015 静岡学習センター 職員 私学共済・雇用保険 平成２７年度　私学共済・雇用保険 静岡学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 事務長 廃棄
2015 静岡学習センター 職員 年金 年金　Ｈ２７ 静岡学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 事務長 廃棄
2015 静岡学習センター 職員 諸手当認定簿 諸手当認定簿 静岡学習センター事務長 2016/4/1 3年（支給喪失から） 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 事務長 廃棄
2016 静岡学習センター 職員 健康診断 平成２８年度　健康診断 静岡学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 事務長 廃棄
2016 静岡学習センター 職員 私学共済・雇用保険 平成２８年度　私学共済・雇用保険 静岡学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 事務長 廃棄
2016 静岡学習センター 職員 年金 平成２８年度　年金関係 静岡学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 事務長 廃棄
2017 静岡学習センター 職員 健康診断 平成２９年度　健康診断 静岡学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 事務長 廃棄
2017 静岡学習センター 職員 私学共済・雇用保険 平成２９年度　私学共済・雇用保険 静岡学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 事務長 廃棄
2017 静岡学習センター 職員 休暇簿 平成２９年度　休暇簿 静岡学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 事務長 廃棄
2017 静岡学習センター 職員 勤務時間報告書 平成２９年度　勤務時間報告書 静岡学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 事務長 廃棄
2017 静岡学習センター 職員 出勤簿 平成２９年度　出勤簿 静岡学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 事務長 廃棄
2018 静岡学習センター 職員 健康診断 平成３０年度　健康診断 静岡学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 事務長 廃棄
2018 静岡学習センター 職員 私学共済・雇用保険 平成３０年度　私学共済・雇用保険 静岡学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 事務長 廃棄
2018 静岡学習センター 職員 休暇簿 平成３０年度　休暇簿 静岡学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 事務長 廃棄
2018 静岡学習センター 職員 勤務時間報告書 平成３０年度　勤務時間報告書 静岡学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 事務長 廃棄
2018 静岡学習センター 職員 出勤簿 平成３０年度　出勤簿 静岡学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 事務長 廃棄
2019 静岡学習センター 職員 健康診断 令和元年度　健康診断 静岡学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 事務長 廃棄
2019 静岡学習センター 職員 私学共済・雇用保険 令和元年度　私学共済・雇用保険 静岡学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 事務長 廃棄
2019 静岡学習センター 職員 休暇簿 令和元年度　休暇簿 静岡学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 事務長 廃棄
2019 静岡学習センター 職員 勤務時間報告書 令和元年度　勤務時間報告書 静岡学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 事務長 廃棄
2019 静岡学習センター 職員 出勤簿 令和元年度　出勤簿 静岡学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 事務長 廃棄
2015 静岡学習センター 人事 客員教員人事 平成２７年度　客員教員人事 静岡学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 事務長 廃棄
2015 静岡学習センター 人事 人事関係 平成２７年度　人事関係 静岡学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 事務長 廃棄
2016 静岡学習センター 人事 客員教員人事 平成２８年度　客員教員人事 静岡学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 事務長 廃棄
2016 静岡学習センター 人事 人事関係 平成２８年度　人事関係 静岡学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 事務長 廃棄
2017 静岡学習センター 人事 客員教員人事 平成２９年度　客員教員人事 静岡学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 事務長 廃棄
2017 静岡学習センター 人事 人事関係 平成２９年度　人事関係 静岡学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 事務長 廃棄
2018 静岡学習センター 人事 客員教員人事 平成３０年度　客員教員人事 静岡学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 事務長 廃棄
2018 静岡学習センター 人事 人事関係 平成３０年度　人事関係 静岡学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 事務長 廃棄
2019 静岡学習センター 人事 客員教員人事 令和元年度　客員教員人事 静岡学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 事務長 廃棄
2019 静岡学習センター 人事 人事関係 令和元年度　人事関係 静岡学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 事務長 廃棄
2015 静岡学習センター 単位認定試験関係 看護夏季集中 平成２７年度　看護夏季集中 静岡学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 試験・図書 廃棄
2015 静岡学習センター 単位認定試験関係 看護夏季集中（浜松） 平成２７年度　看護夏季集中（浜松） 静岡学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 外部施設 廃棄
2015 静岡学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験 平成２７年度　第１学期　単位認定試験 静岡学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 試験・図書 廃棄
2015 静岡学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験 平成２７年度　第２学期　単位認定試験 静岡学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 試験・図書 廃棄
2015 静岡学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験（浜松） 平成２７年度　第１学期　単位認定試験（浜松） 静岡学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 外部施設 廃棄
2015 静岡学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験（浜松） 平成２７年度　第２学期　単位認定試験（浜松） 静岡学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 外部施設 廃棄
2015 静岡学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験監督員等賃金関係 平成２７年度　単位認定試験監督員等賃金関係 静岡学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 事務長 廃棄
2016 静岡学習センター 単位認定試験関係 看護夏季集中 平成２８年度　看護夏季集中 静岡学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 試験・図書 廃棄
2016 静岡学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験 平成２８年度　第１学期　単位認定試験関係 静岡学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 試験・図書 廃棄
2016 静岡学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験 平成２８年度　第２学期　単位認定試験関係 静岡学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 試験・図書 廃棄
2016 静岡学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験監督員等賃金関係 平成２８年度　第１学期　単位認定試験監督員等賃金関係 静岡学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 事務長 廃棄
2016 静岡学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験監督員等賃金関係 平成２８年度　第２学期　単位認定試験監督員等賃金関係 静岡学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 事務長 廃棄
2017 静岡学習センター 単位認定試験関係 看護夏季集中 平成２９年度　看護夏季集中 静岡学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 試験・図書 廃棄
2017 静岡学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験 平成２９年度　第１学期　単位認定試験関係 静岡学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 試験・図書 廃棄
2017 静岡学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験 平成２９年度　第２学期　単位認定試験関係 静岡学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 試験・図書 廃棄
2017 静岡学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験監督員等賃金関係 平成２９年度　第１学期　単位認定試験監督員等賃金関係 静岡学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 事務長 廃棄
2017 静岡学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験監督員等賃金関係 平成２９年度　第２学期　単位認定試験監督員等賃金関係 静岡学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 事務長 廃棄
2018 静岡学習センター 単位認定試験関係 看護夏季集中 平成３０年度　看護夏期集中　 静岡学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 試験・図書 廃棄
2018 静岡学習センター 単位認定試験関係 看護夏季集中（浜松） 平成３０年度　看護夏期集中（浜松） 静岡学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 外部施設 廃棄
2018 静岡学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験 平成３０年度　第１学期　単位認定試験　 静岡学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 試験・図書 廃棄
2018 静岡学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験 平成３０年度　第２学期　単位認定試験　 静岡学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 試験・図書 廃棄
2018 静岡学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験（浜松） 平成３０年度　第１学期　単位認定試験（浜松）　 静岡学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 外部施設 廃棄
2018 静岡学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験（浜松） 平成３０年度　第２学期　単位認定試験（浜松）　 静岡学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 外部施設 廃棄
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措置結果
2018 静岡学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験監督員等賃金関係 平成３０年度　単位認定試験監督員等賃金関係 静岡学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 事務長 廃棄
2019 静岡学習センター 単位認定試験関係 看護夏季集中 令和元年度　看護夏期集中　 静岡学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 試験・図書 廃棄
2019 静岡学習センター 単位認定試験関係 看護夏季集中（浜松） 令和元年度　看護夏期集中（浜松） 静岡学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 外部施設 廃棄
2019 静岡学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験 令和元年度　第１学期　単位認定試験　 静岡学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 試験・図書 廃棄
2019 静岡学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験 令和元年度　第２学期　単位認定試験　 静岡学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 試験・図書 廃棄
2019 静岡学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験（浜松） 令和元年度　第１学期　単位認定試験（浜松）　 静岡学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 外部施設 廃棄
2019 静岡学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験（浜松） 令和元年度　第２学期　単位認定試験（浜松）　 静岡学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 外部施設 廃棄
2019 静岡学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験監督員等賃金関係 令和元年度　単位認定試験監督員等賃金関係 静岡学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 事務長 廃棄
2015 静岡学習センター 入試 大学院筆記試験 平成２７年度　大学院筆記試験 静岡学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 試験・図書 廃棄
2016 静岡学習センター 入試 大学院筆記試験 平成２８年度　大学院筆記試験 静岡学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 試験・図書 廃棄
2017 静岡学習センター 入試 大学院筆記試験 平成２９年度　大学院筆記試験 静岡学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 試験・図書 廃棄
2018 静岡学習センター 入試 大学院筆記試験 平成３０年度　大学院筆記試験 静岡学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 試験・図書 廃棄
2019 静岡学習センター 入試 大学院筆記試験 令和元年度　大学院筆記試験 静岡学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 試験・図書 廃棄
2015 静岡学習センター 面接授業 成績評価関係 平成２７年度　成績評価関係 静岡学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 教務 廃棄
2015 静岡学習センター 面接授業 面接授業関係 平成２７年度　第１学期　面接授業関係 静岡学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 教務 廃棄
2015 静岡学習センター 面接授業 面接授業関係 平成２７年度　第２学期　面接授業関係 静岡学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 教務 廃棄
2015 静岡学習センター 面接授業 面接授業追加受付簿 平成２７年度　面接授業追加受付簿 静岡学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 教務 廃棄
2015 静岡学習センター 面接授業 理事長宛承諾書 平成２７年度　理事長宛承諾書 静岡学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 教務 廃棄
2016 静岡学習センター 面接授業 成績評価関係 平成２８年度　成績評価関係 静岡学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 教務 廃棄
2016 静岡学習センター 面接授業 面接授業関係 平成２８年度　第１学期　面接授業関係 静岡学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 教務 廃棄
2016 静岡学習センター 面接授業 面接授業関係 平成２８年度　第２学期　面接授業関係 静岡学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 教務 廃棄
2016 静岡学習センター 面接授業 面接授業追加受付簿 平成２８年度　面接授業追加受付簿 静岡学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 教務 廃棄
2016 静岡学習センター 面接授業 理事長宛承諾書 平成２８年度　理事長宛承諾書 静岡学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 教務 廃棄
2017 静岡学習センター 面接授業 成績評価関係 平成２９年度　成績評価関係 静岡学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 教務 廃棄
2017 静岡学習センター 面接授業 面接授業関係 平成２９年度　第１学期　面接授業関係 静岡学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 教務 廃棄
2017 静岡学習センター 面接授業 面接授業関係 平成２９年度　第２学期　面接授業関係 静岡学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 教務 廃棄
2017 静岡学習センター 面接授業 面接授業追加受付簿 平成２９年度　面接授業追加受付簿 静岡学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 教務 廃棄
2017 静岡学習センター 面接授業 理事長宛承諾書 平成２９年度　理事長宛承諾書 静岡学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 教務 廃棄
2018 静岡学習センター 面接授業 成績評価関係 平成３０年度　第１学期　成績評価関係 静岡学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 教務 廃棄
2018 静岡学習センター 面接授業 成績評価関係 平成３０年度　第２学期　成績評価関係 静岡学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 教務 廃棄
2018 静岡学習センター 面接授業 面接授業関係 平成３０年度　第１学期　面接授業関係 静岡学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 教務 廃棄
2018 静岡学習センター 面接授業 面接授業関係 平成３０年度　第２学期　面接授業関係 静岡学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 教務 廃棄
2018 静岡学習センター 面接授業 面接授業追加受付簿 平成３０年度　面接授業追加受付簿 静岡学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 教務 廃棄
2018 静岡学習センター 面接授業 理事長宛承諾書 平成３０年度　承諾書 静岡学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 教務 廃棄
2018 静岡学習センター 面接授業 理事長宛承諾書 平成３０年度　理事長宛承諾書 静岡学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 教務 廃棄
2019 静岡学習センター 面接授業 成績評価関係 令和元年度　第１学期　成績評価関係 静岡学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 教務 廃棄
2019 静岡学習センター 面接授業 成績評価関係 令和元年度　第２学期　成績評価関係 静岡学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 教務 廃棄
2019 静岡学習センター 面接授業 面接授業関係 令和元年度　第１学期　面接授業関係 静岡学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 教務 廃棄
2019 静岡学習センター 面接授業 面接授業関係 令和元年度　第２学期　面接授業関係 静岡学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 教務 廃棄
2019 静岡学習センター 面接授業 面接授業追加受付簿 令和元年度　面接授業追加受付簿 静岡学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 教務 廃棄
2019 静岡学習センター 面接授業 理事長宛承諾書 令和元年度　承諾書 静岡学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 教務 廃棄
2019 静岡学習センター 面接授業 理事長宛承諾書 令和元年度　理事長宛承諾書 静岡学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 静岡学習センター 静岡学習センター事務長 教務 廃棄
1992 愛知学習センター 式典 創設期保存資料 創設期保存資料 愛知学習センター事務長 1993/4/1 無期限 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2012 愛知学習センター 式典 開設20周年（10周年）記念行事 開設20周年（10周年）記念行事 愛知学習センター事務長 2013/4/1 無期限 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2010 愛知学習センター 式典 入学者の集い・学位記授与式 入学者の集い・学位記授与式（平成２２年度） 愛知学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2011 愛知学習センター 式典 入学者の集い・学位記授与式 入学者の集い・学位記授与式（平成２３年度） 愛知学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2012 愛知学習センター 式典 入学者の集い・学位記授与式 入学者の集い・学位記授与式（平成２４年度） 愛知学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2013 愛知学習センター 式典 入学者の集い・学位記授与式 入学者の集い・学位記授与式（平成２５年度） 愛知学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2014 愛知学習センター 式典 入学者の集い・学位記授与式 入学者の集い・学位記授与式（平成２６年度） 愛知学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2015 愛知学習センター 式典 入学者の集い・学位記授与式 入学者の集い・学位記授与式（平成２７年度） 愛知学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2016 愛知学習センター 式典 入学者の集い・学位記授与式 入学者の集い・学位記授与式（平成２８年度） 愛知学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2017 愛知学習センター 式典 入学者の集い・学位記授与式 入学者の集い・学位記授与式（平成２９年度） 愛知学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2018 愛知学習センター 式典 入学者の集い・学位記授与式 入学者の集い・学位記授与式（平成３０年度） 愛知学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2019 愛知学習センター 式典 入学者の集い・学位記授与式 入学者の集い・学位記授与式（２０１９年度） 愛知学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2015 愛知学習センター 人事 身上調書 身上調書（平成２７年度） 愛知学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2016 愛知学習センター 人事 身上調書 身上調書（平成２８年度） 愛知学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2017 愛知学習センター 人事 身上調書 身上調書（平成２９年度） 愛知学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2018 愛知学習センター 人事 身上調書 身上調書（平成３０年度） 愛知学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2019 愛知学習センター 人事 身上調書 身上調書（２０１９年度） 愛知学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2015 愛知学習センター 人事 客員教員の委嘱関係 客員教員の委嘱関係（平成２７年度） 愛知学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2016 愛知学習センター 人事 客員教員の委嘱関係  客員教員の委嘱関係（平成２8年度） 愛知学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2017 愛知学習センター 人事 客員教員の委嘱関係 客員教員の委嘱関係（平成２９年度） 愛知学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2018 愛知学習センター 人事 客員教員の委嘱関係 客員教員の委嘱関係（平成３０年度） 愛知学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2019 愛知学習センター 人事 客員教員の委嘱関係 客員教員の委嘱関係（２０１９年度） 愛知学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2016 愛知学習センター 人事 非常勤職員任免関係 非常勤職員任免関係（平成２８年度） 愛知学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2017 愛知学習センター 人事 非常勤職員任免関係 非常勤職員任免関係（平成２９年度） 愛知学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2018 愛知学習センター 人事 非常勤職員任免関係 非常勤職員任免関係（平成３０年度） 愛知学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2019 愛知学習センター 人事 非常勤職員任免関係 非常勤職員任免関係（２０１９年度） 愛知学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2017 愛知学習センター 諸会議 ブロック内（北陸・東海地区）連絡調整・事務連絡会議 ブロック内（北陸・東海地区）連絡調整・事務連絡会議（平成２９年度） 愛知学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
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措置結果
2018 愛知学習センター 諸会議 ブロック内（北陸・東海地区）連絡調整・事務連絡会議 ブロック内（北陸・東海地区）連絡調整・事務連絡会議（平成３０年度） 愛知学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2019 愛知学習センター 諸会議 ブロック内（北陸・東海地区）連絡調整・事務連絡会議 ブロック内（北陸・東海地区）連絡調整・事務連絡会議（２０１９年度） 愛知学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2017 愛知学習センター 諸会議 近畿・北陸東海ブロック合同事務連絡会議 近畿・北陸東海ブロック合同事務連絡会議（平成２９年度） 愛知学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2018 愛知学習センター 諸会議 近畿・北陸東海ブロック合同事務連絡会議 近畿・北陸東海ブロック合同事務連絡会議（平成３０年度） 愛知学習センター事務長 2019/4/1 4年 2022/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2019 愛知学習センター 諸会議 近畿・北陸東海ブロック合同事務連絡会議 近畿・北陸東海ブロック合同事務連絡会議（２０１９年度） 愛知学習センター事務長 2020/4/1 4年 2023/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2015 愛知学習センター 広報 広報活動 １学期広報活動（平成２７年度） 愛知学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2015 愛知学習センター 広報 広報活動 ２学期広報活動（平成２７年度） 愛知学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2015 愛知学習センター 広報 広報活動 広報活動（平成２７年度） 愛知学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2016 愛知学習センター 広報 広報活動 １学期広報活動（平成２８年度） 愛知学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2016 愛知学習センター 広報 広報活動 ２学期広報活動（平成２８年度） 愛知学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2016 愛知学習センター 広報 広報活動 広報活動（平成２8年度） 愛知学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2017 愛知学習センター 広報 広報活動 広報活動（平成２９年度） 愛知学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2018 愛知学習センター 広報 広報活動 広報活動（平成３０年度） 愛知学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2019 愛知学習センター 広報 広報活動 広報活動（２０１９年度） 愛知学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2015 愛知学習センター 広報 広報活動（担当者分） 広報活動（担当者分）（平成２７年度） 愛知学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2016 愛知学習センター 広報 広報活動（担当者分） 広報活動（担当者分）（平成２８年度） 愛知学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2017 愛知学習センター 広報 広報活動（担当者分） 広報活動（担当者分）（平成２９年度） 愛知学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2018 愛知学習センター 広報 広報活動（担当者分） 広報活動（担当者分）（平成３０年度） 愛知学習センター事務長 2019/4/1 6年 2024/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2019 愛知学習センター 広報 広報活動（担当者分） 広報活動（担当者分）（２０１９年度） 愛知学習センター事務長 2020/4/1 6年 2025/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2015 愛知学習センター 広報 公開講演会 公開講演会（平成２７年度） 愛知学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2016 愛知学習センター 広報 公開講演会 公開講演会（平成２８年度） 愛知学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2017 愛知学習センター 広報 公開講演会 公開講演会（平成２９年度） 愛知学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2018 愛知学習センター 広報 公開講演会 公開講演会（平成３０年度） 愛知学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2019 愛知学習センター 広報 公開講演会 公開講演会（２０１９年度） 愛知学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2013 愛知学習センター 庶務 愛知学習センター内各種申合せ等 愛知学習センター内各種申合せ等（平成１３年度～平成２５年度） 愛知学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2014 愛知学習センター 庶務 愛知学習センター内各種申合せ等 愛知学習センター内各種申合せ等（平成２６年度） 愛知学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2015 愛知学習センター 庶務 愛知学習センター内各種申合せ等 愛知学習センター内各種申合せ等（平成２７年度） 愛知学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2016 愛知学習センター 庶務 愛知学習センター内各種申合せ等 愛知学習センター内各種申合せ等（平成２８年度） 愛知学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2017 愛知学習センター 庶務 愛知学習センター内各種申合せ等 愛知学習センター内各種申合せ等（平成２９年度） 愛知学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2015 愛知学習センター 庶務 庶務関係（送付文書及び回答文書） 庶務関係（送付文書及び回答文書）（平成２７年度） 愛知学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2016 愛知学習センター 庶務 庶務関係（送付文書及び回答文書） 庶務関係（送付文書及び回答文書）（平成２８年度） 愛知学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2017 愛知学習センター 庶務 庶務関係（送付文書及び回答文書） 庶務関係（送付文書及び回答文書）（平成２９年度） 愛知学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2018 愛知学習センター 庶務 庶務関係（送付文書及び回答文書） 庶務関係（送付文書及び回答文書）（平成３０年度） 愛知学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2019 愛知学習センター 庶務 庶務関係（送付文書及び回答文書） 庶務関係（送付文書及び回答文書）（２０１９年度） 愛知学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2015 愛知学習センター 庶務 庶務関係（講義室等利用状況調査） 庶務関係（講義室等利用状況調査）（平成２７年度） 愛知学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2016 愛知学習センター 庶務 庶務関係（講義室等利用状況調査） 庶務関係（講義室等利用状況調査）（平成２８年度） 愛知学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2017 愛知学習センター 庶務 庶務関係（講義室等利用状況調査） 庶務関係（講義室等利用状況調査）（平成２９年度） 愛知学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2018 愛知学習センター 庶務 庶務関係（講義室等利用状況調査） 庶務関係（講義室等利用状況調査）（平成３０年度） 愛知学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2019 愛知学習センター 庶務 庶務関係（講義室等利用状況調査） 庶務関係（講義室等利用状況調査）（２０１９年度） 愛知学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2010 愛知学習センター 庶務 旅行命令簿 旅行命令簿（平成２２年度） 愛知学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2011 愛知学習センター 庶務 旅行命令簿 旅行命令簿（平成２３年度） 愛知学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2012 愛知学習センター 庶務 旅行命令簿 旅行命令簿（平成２４年度） 愛知学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2013 愛知学習センター 庶務 旅行命令簿 旅行命令簿（平成２５年度） 愛知学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2014 愛知学習センター 庶務 旅行命令簿 旅行命令簿（平成２６年度） 愛知学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2015 愛知学習センター 庶務 旅行命令簿 旅行命令簿（平成２７年度） 愛知学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2016 愛知学習センター 庶務 旅行命令簿 旅行命令簿（平成２８年度） 愛知学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2017 愛知学習センター 庶務 旅行命令簿 旅行命令簿（平成２９年度） 愛知学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2018 愛知学習センター 庶務 旅行命令簿 旅行命令簿（平成３０年度） 愛知学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2019 愛知学習センター 庶務 旅行命令簿 旅行命令簿（２０１９年度） 愛知学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2010 愛知学習センター 庶務 出張命令復命書 出張命令復命書（平成２２年度） 愛知学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2011 愛知学習センター 庶務 出張命令復命書 出張命令復命書（平成２３年度） 愛知学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2012 愛知学習センター 庶務 出張命令復命書 出張命令復命書（平成２４年度） 愛知学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2013 愛知学習センター 庶務 出張命令復命書 出張命令復命書（平成２５年度） 愛知学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2014 愛知学習センター 庶務 出張命令復命書 出張命令復命書（平成２６年度） 愛知学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2015 愛知学習センター 庶務 出張命令復命書 出張命令復命書（平成２７年度） 愛知学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2016 愛知学習センター 庶務 出張命令復命書 出張命令復命書（平成２８年度） 愛知学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2017 愛知学習センター 庶務 出張命令復命書 出張命令復命書（平成２９年度） 愛知学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2018 愛知学習センター 庶務 出張命令復命書 出張命令復命書（平成３０年度） 愛知学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2019 愛知学習センター 庶務 出張命令復命書 出張命令復命書（２０１９年度） 愛知学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2010 愛知学習センター 庶務 外勤交通費 外勤交通費（平成２２年度） 愛知学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2011 愛知学習センター 庶務 外勤交通費 外勤交通費（平成２３年度） 愛知学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2012 愛知学習センター 庶務 外勤交通費 外勤交通費（平成２４年度） 愛知学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2013 愛知学習センター 庶務 外勤交通費 外勤交通費（平成２５年度） 愛知学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2014 愛知学習センター 庶務 外勤交通費 外勤交通費（平成２６年度） 愛知学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2015 愛知学習センター 庶務 外勤交通費 外勤交通費（平成２７年度） 愛知学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2016 愛知学習センター 庶務 外勤交通費 外勤交通費（平成２８年度） 愛知学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2017 愛知学習センター 庶務 外勤交通費 外勤交通費（平成２９年度） 愛知学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2018 愛知学習センター 庶務 外勤交通費 外勤交通費（平成３０年度） 愛知学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2019 愛知学習センター 庶務 外勤交通費 外勤交通費（２０１９年度） 愛知学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
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大分類 中分類
備考作成・取得年度等

文書分類
小分類 法人文書ファイル名 作成・取得者 起算日 保存期間

保存期間満了
時期

媒体の種別 保存場所 管理者 管理担当係等
保存期間満了時の

措置結果
2014 愛知学習センター 庶務 学割関係 学割関係（平成２６年度） 愛知学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2014 愛知学習センター 庶務 物品供用簿 物品供用簿（平成２６年度） 愛知学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2013 愛知学習センター 庶務 物品供用簿 物品供用簿（平成１６年度～平成２５年度） 愛知学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2015 愛知学習センター 庶務 物品供用簿 物品供用簿（平成２７年度） 愛知学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2016 愛知学習センター 庶務 物品供用簿 物品供用簿（平成２８年度） 愛知学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2017 愛知学習センター 庶務 物品供用簿 物品供用簿（平成２９年度） 愛知学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2018 愛知学習センター 庶務 物品供用簿 物品供用簿（平成３０年度） 愛知学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2019 愛知学習センター 庶務 物品供用簿 物品供用簿（２０１９年度） 愛知学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2017 愛知学習センター 職員 諸手当関係 諸手当関係（平成１０年度～平成２９年度） 愛知学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2017 愛知学習センター 職員 兼業許可申請書 兼業許可申請書（平成２９年度） 愛知学習センター事務長 2018/4/1 3年（兼業終了後） 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2018 愛知学習センター 職員 兼業許可申請書 兼業許可申請書（平成３０年度） 愛知学習センター事務長 2019/4/1 3年（兼業終了後） 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2019 愛知学習センター 職員 兼業許可申請書 兼業許可申請書（２０１９年度） 愛知学習センター事務長 2020/4/1 3年（兼業終了後） 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2015 愛知学習センター 職員 定期健康診断結果 定期健康診断結果（平成２７年度） 愛知学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2016 愛知学習センター 職員 定期健康診断結果 定期健康診断結果（平成２８年度） 愛知学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2017 愛知学習センター 職員 定期健康診断結果 定期健康診断結果（平成２９年度） 愛知学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2018 愛知学習センター 職員 定期健康診断結果 定期健康診断結果（平成３０年度） 愛知学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2019 愛知学習センター 職員 定期健康診断結果 定期健康診断結果（２０１９年度） 愛知学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2017 愛知学習センター 職員 休暇簿 休暇簿（平成２９年度） 愛知学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2018 愛知学習センター 職員 休暇簿 休暇簿（平成３０年度） 愛知学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2019 愛知学習センター 職員 休暇簿 休暇簿（２０１９年度） 愛知学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2017 愛知学習センター 職員 出勤簿 出勤簿（平成２９年度） 愛知学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2018 愛知学習センター 職員 出勤簿 出勤簿（平成３０年度） 愛知学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2019 愛知学習センター 職員 出勤簿 出勤簿（２０１９年度） 愛知学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2017 愛知学習センター 職員 勤務時間割振簿・振替簿 勤務時間割振簿・振替簿（平成２９年度） 愛知学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2018 愛知学習センター 職員 勤務時間割振簿・振替簿 勤務時間割振簿・振替簿（平成３０年度） 愛知学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2019 愛知学習センター 職員 勤務時間割振簿・振替簿 勤務時間割振簿・振替簿（２０１９年度） 愛知学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2017 愛知学習センター 職員 勤務時間報告書 勤務時間報告書（平成２９年度） 愛知学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2018 愛知学習センター 職員 勤務時間報告書 勤務時間報告書（平成３０年度） 愛知学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2019 愛知学習センター 職員 勤務時間報告書 勤務時間報告書（２０１９年度） 愛知学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2017 愛知学習センター 職員 客員教員勤務等記録簿 客員教員勤務等記録簿（平成２９年度） 愛知学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2018 愛知学習センター 職員 客員教員勤務等記録簿 客員教員勤務等記録簿（平成３０年度） 愛知学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2019 愛知学習センター 職員 客員教員勤務等記録簿 客員教員勤務等記録簿（２０１９年度） 愛知学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2015 愛知学習センター 面接授業 面接授業 面接授業（平成２７年度） 愛知学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2015 愛知学習センター 面接授業 面接授業 １学期面接授業（平成２７年度） 愛知学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2015 愛知学習センター 面接授業 面接授業 ２学期面接授業（平成２７年度） 愛知学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2016 愛知学習センター 面接授業 面接授業 １学期面接授業（平成２８年度） 愛知学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2016 愛知学習センター 面接授業 面接授業 ２学期面接授業（平成２８年度） 愛知学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2017 愛知学習センター 面接授業 面接授業 １学期面接授業（平成２９年度） 愛知学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2017 愛知学習センター 面接授業 面接授業 ２学期面接授業（平成２９年度） 愛知学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2018 愛知学習センター 面接授業 面接授業 １学期面接授業（平成３０年度） 愛知学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2018 愛知学習センター 面接授業 面接授業 ２学期面接授業（平成３０年度） 愛知学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2019 愛知学習センター 面接授業 面接授業 １学期面接授業（２０１９年度） 愛知学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2019 愛知学習センター 面接授業 面接授業 ２学期面接授業（２０１９年度） 愛知学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2015 愛知学習センター 面接授業 面接授業追加登録 １学期面接授業追加登録（平成２７年度） 愛知学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2015 愛知学習センター 面接授業 面接授業追加登録 ２学期面接授業追加登録（平成２７年度） 愛知学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2016 愛知学習センター 面接授業 面接授業追加登録 １学期面接授業追加登録（平成２８年度） 愛知学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2016 愛知学習センター 面接授業 面接授業追加登録 ２学期面接授業追加登録（平成２８年度） 愛知学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2017 愛知学習センター 面接授業 面接授業追加登録 １学期面接授業追加登録（平成２９年度） 愛知学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2017 愛知学習センター 面接授業 面接授業追加登録 ２学期面接授業追加登録（平成２９年度） 愛知学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2018 愛知学習センター 面接授業 面接授業追加登録 １学期面接授業追加登録（平成３０年度） 愛知学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2018 愛知学習センター 面接授業 面接授業追加登録 ２学期面接授業追加登録（平成３０年度） 愛知学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2019 愛知学習センター 面接授業 面接授業追加登録 １学期面接授業追加登録（２０１９年度） 愛知学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2019 愛知学習センター 面接授業 面接授業追加登録 ２学期面接授業追加登録（２０１９年度） 愛知学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2015 愛知学習センター 面接授業 面接授業委嘱依頼 １学期面接授業委嘱依頼（平成２７年度） 愛知学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2015 愛知学習センター 面接授業 面接授業委嘱依頼 ２学期面接授業委嘱依頼（平成２７年度） 愛知学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2016 愛知学習センター 面接授業 面接授業委嘱依頼 １学期面接授業委嘱依頼（平成２８年度） 愛知学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2016 愛知学習センター 面接授業 面接授業委嘱依頼 ２学期面接授業委嘱依頼（平成２８年度） 愛知学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2017 愛知学習センター 面接授業 面接授業委嘱依頼 １学期面接授業委嘱依頼（平成２９年度） 愛知学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2017 愛知学習センター 面接授業 面接授業委嘱依頼 ２学期面接授業委嘱依頼（平成２９年度） 愛知学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2018 愛知学習センター 面接授業 面接授業委嘱依頼 １学期面接授業委嘱依頼（平成３０年度） 愛知学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2018 愛知学習センター 面接授業 面接授業委嘱依頼 ２学期面接授業委嘱依頼（平成３０年度） 愛知学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2019 愛知学習センター 面接授業 面接授業委嘱依頼 １学期面接授業委嘱依頼（２０１９年度） 愛知学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2019 愛知学習センター 面接授業 面接授業委嘱依頼 ２学期面接授業委嘱依頼（２０１９年度） 愛知学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2015 愛知学習センター 面接授業 面接授業成績評価簿提出用 面接授業成績評価簿提出用（平成２７年度） 愛知学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2016 愛知学習センター 面接授業 面接授業成績評価簿提出用 面接授業成績評価簿提出用（平成２８年度） 愛知学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2017 愛知学習センター 面接授業 面接授業成績評価簿提出用 面接授業成績評価簿提出用（平成２９年度） 愛知学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2018 愛知学習センター 面接授業 面接授業成績評価簿提出用 面接授業成績評価簿提出用（平成３０年度） 愛知学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2019 愛知学習センター 面接授業 面接授業成績評価簿提出用 面接授業成績評価簿提出用（２０１９年度） 愛知学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2015 愛知学習センター 面接授業 面接授業成績評価簿確認用 １学期面接授業成績評価簿確認用（平成２７年度） 愛知学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
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措置結果
2015 愛知学習センター 面接授業 面接授業成績評価簿確認用 ２学期面接授業成績評価簿確認用（平成２７年度） 愛知学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2016 愛知学習センター 面接授業 面接授業成績評価簿確認用 １学期面接授業成績評価簿確認用（平成２８年度） 愛知学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2016 愛知学習センター 面接授業 面接授業成績評価簿確認用 ２学期面接授業成績評価簿確認用（平成２８年度） 愛知学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2017 愛知学習センター 面接授業 面接授業成績評価簿確認用 １学期面接授業成績評価簿確認用（平成２９年度） 愛知学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2017 愛知学習センター 面接授業 面接授業成績評価簿確認用 ２学期面接授業成績評価簿確認用（平成２９年度） 愛知学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2018 愛知学習センター 面接授業 面接授業成績評価簿確認用 １学期面接授業成績評価簿確認用（平成３０年度） 愛知学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2018 愛知学習センター 面接授業 面接授業成績評価簿確認用 ２学期面接授業成績評価簿確認用（平成３０年度） 愛知学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2019 愛知学習センター 面接授業 面接授業成績評価簿確認用 １学期面接授業成績評価簿確認用（２０１９年度） 愛知学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2019 愛知学習センター 面接授業 面接授業成績評価簿確認用 ２学期面接授業成績評価簿確認用（２０１９年度） 愛知学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2015 愛知学習センター 面接授業 面接授業冊子作成 ２学期面接授業冊子作成（平成２７年度） 愛知学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2015 愛知学習センター 面接授業 面接授業冊子作成 １学期面接授業冊子作成（平成２７年度） 愛知学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2016 愛知学習センター 面接授業 面接授業冊子作成 １学期面接授業冊子作成（平成２８年度） 愛知学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2016 愛知学習センター 面接授業 面接授業冊子作成 ２学期面接授業冊子作成（平成２８年度） 愛知学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2017 愛知学習センター 面接授業 面接授業冊子作成 １学期面接授業冊子作成（平成２９年度） 愛知学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2017 愛知学習センター 面接授業 面接授業冊子作成 ２学期面接授業冊子作成（平成２９年度） 愛知学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2018 愛知学習センター 面接授業 面接授業冊子作成 ２学期面接授業冊子作成（平成３０年度） 愛知学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2019 愛知学習センター 面接授業 面接授業冊子作成 ２学期面接授業冊子作成（２０１９年度） 愛知学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2015 愛知学習センター 面接授業 面接授業アンケート 面接授業アンケート（平成２７年度） 愛知学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2016 愛知学習センター 面接授業 面接授業アンケート 面接授業アンケート（平成２８年度） 愛知学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2017 愛知学習センター 面接授業 面接授業アンケート 面接授業アンケート（平成２９年度） 愛知学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2018 愛知学習センター 面接授業 面接授業アンケート 面接授業アンケート（平成３０年度） 愛知学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2019 愛知学習センター 面接授業 面接授業アンケート 面接授業アンケート（２０１９年度） 愛知学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2015 愛知学習センター 教務関係 ゼミ（課外授業） １学期ゼミ（平成２７年度） 愛知学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2015 愛知学習センター 教務関係 ゼミ（課外授業） ２学期ゼミ（平成２７年度） 愛知学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2016 愛知学習センター 教務関係 ゼミ（課外授業） １学期ゼミ（平成２８年度） 愛知学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2016 愛知学習センター 教務関係 ゼミ（課外授業） ２学期ゼミ（平成２８年度） 愛知学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2017 愛知学習センター 教務関係 ゼミ（課外授業） １学期ゼミ（平成２９年度） 愛知学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2017 愛知学習センター 教務関係 ゼミ（課外授業） ２学期ゼミ（平成２９年度） 愛知学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2018 愛知学習センター 教務関係 ゼミ（課外授業） １学期ゼミ（平成３０年度） 愛知学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2018 愛知学習センター 教務関係 ゼミ（課外授業） ２学期ゼミ（平成３０年度） 愛知学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2019 愛知学習センター 教務関係 ゼミ（課外授業） １学期ゼミ（２０１９年度） 愛知学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2019 愛知学習センター 教務関係 ゼミ（課外授業） ２学期ゼミ（２０１９年度） 愛知学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2015 愛知学習センター 教務関係 教員免許等講習関係 教員免許等講習関係（平成２７年度） 愛知学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2016 愛知学習センター 教務関係 教員免許等講習関係 教員免許等講習関係（平成２８年度） 愛知学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2017 愛知学習センター 教務関係 教員免許等講習関係 教員免許等講習関係（平成２９年度） 愛知学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2018 愛知学習センター 教務関係 教員免許等講習関係 教員免許等講習関係（平成３０年度） 愛知学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2019 愛知学習センター 教務関係 教員免許等講習関係 教員免許等講習関係（２０１９年度） 愛知学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2015 愛知学習センター 教務関係 フレンドリーアドバイス フレンドリーアドバイス（平成２７年度） 愛知学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2016 愛知学習センター 教務関係 フレンドリーアドバイス フレンドリーアドバイス（平成２８年度） 愛知学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2017 愛知学習センター 教務関係 フレンドリーアドバイス フレンドリーアドバイス（平成２９年度） 愛知学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2018 愛知学習センター 教務関係 フレンドリーアドバイス フレンドリーアドバイス（平成３０年度） 愛知学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2019 愛知学習センター 教務関係 フレンドリーアドバイス フレンドリーアドバイス（２０１９年度） 愛知学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2015 愛知学習センター 教務関係 卒研／修論発表会，卒研／大学院修士全科生入学ガイダンス 卒研／修論発表会，卒研／大学院修士全科生入学ガイダンス（平成２７年度） 愛知学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2016 愛知学習センター 教務関係 卒研／修論発表会，卒研／大学院修士全科生入学ガイダンス 卒研／修論発表会，卒研／大学院修士全科生入学ガイダンス（平成２8年度） 愛知学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2017 愛知学習センター 教務関係 卒研／修論発表会，卒研／大学院修士全科生入学ガイダンス 卒研／修論発表会，卒研／大学院修士全科生入学ガイダンス（平成２９年度） 愛知学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2018 愛知学習センター 教務関係 卒研／修論発表会，卒研／大学院修士全科生入学ガイダンス 卒研／修論発表会，卒研／大学院修士全科生入学ガイダンス（平成３０年度） 愛知学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2019 愛知学習センター 教務関係 卒研／修論発表会，卒研／大学院修士全科生入学ガイダンス 卒研／修論発表会，卒研／大学院修士全科生入学ガイダンス（２０１９年度） 愛知学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2015 愛知学習センター 教務関係 卒業研究関連綴り 卒業研究関連綴り（平成２７年度） 愛知学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2016 愛知学習センター 教務関係 卒業研究関連綴り 卒業研究関連綴り（平成２８年度） 愛知学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2017 愛知学習センター 教務関係 卒業研究関連綴り 卒業研究関連綴り（平成２９年度） 愛知学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2010 愛知学習センター 教務関係 身体等に障害を有する者の入学について 身体等に障害を有する者の入学について（平成１９年度～平成２２年度） 愛知学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2013 愛知学習センター 教務関係 身体等に障害を有する者の入学について 身体等に障害を有する者の入学について（平成２３年度～平成２５年度） 愛知学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2014 愛知学習センター 教務関係 身体等に障害を有する者の入学について 身体等に障害を有する者の入学について（平成２６年度） 愛知学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2015 愛知学習センター 教務関係 身体等に障害を有する者の入学について 身体等に障害を有する者の入学について（平成２７年度） 愛知学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2016 愛知学習センター 教務関係 身体等に障害を有する者の入学について 身体等に障害を有する者の入学について（平成２８年度） 愛知学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2017 愛知学習センター 教務関係 身体等に障害を有する者の入学について 身体等に障害を有する者の入学について（平成２９年度） 愛知学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2018 愛知学習センター 教務関係 身体等に障害を有する者の入学について 身体等に障害を有する者の入学について（平成３０年度） 愛知学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2019 愛知学習センター 教務関係 身体等に障害を有する者の入学について 身体等に障害を有する者の入学について（２０１９年度） 愛知学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2017 愛知学習センター 学生関係 住所変更届 住所変更届（平成２９年度） 愛知学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2018 愛知学習センター 学生関係 住所変更届 住所変更届（平成３０年度） 愛知学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2019 愛知学習センター 学生関係 住所変更届 住所変更届（２０１９年度） 愛知学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2010 愛知学習センター 学生関係 学生教育研究災害傷害保険料 学生教育研究災害傷害保険料（平成２２年度） 愛知学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2011 愛知学習センター 学生関係 学生教育研究災害傷害保険料 学生教育研究災害傷害保険料（平成２３年度） 愛知学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2012 愛知学習センター 学生関係 学生教育研究災害傷害保険料 学生教育研究災害傷害保険料（平成２４年度） 愛知学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2013 愛知学習センター 学生関係 学生教育研究災害傷害保険料 学生教育研究災害傷害保険料（平成２５年度） 愛知学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2014 愛知学習センター 学生関係 学生教育研究災害傷害保険料 学生教育研究災害傷害保険料（平成２６年度） 愛知学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2015 愛知学習センター 学生関係 学生教育研究災害傷害保険料 学生教育研究災害傷害保険料（平成２７年度） 愛知学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2016 愛知学習センター 学生関係 学生教育研究災害傷害保険料 学生教育研究災害傷害保険料（平成２8年度） 愛知学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2017 愛知学習センター 学生関係 学生教育研究災害傷害保険料 学生教育研究災害傷害保険料（平成２９年度） 愛知学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
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措置結果
2018 愛知学習センター 学生関係 学生教育研究災害傷害保険料 学生教育研究災害傷害保険料（平成３０年度） 愛知学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2019 愛知学習センター 学生関係 学生教育研究災害傷害保険料 学生教育研究災害傷害保険料（２０１９年度） 愛知学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2015 愛知学習センター 学生関係 奨学金関係 奨学金関係（平成２７年度） 愛知学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2016 愛知学習センター 学生関係 奨学金関係 奨学金関係（平成２８年度） 愛知学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2017 愛知学習センター 学生関係 奨学金関係 奨学金関係（平成２９年度） 愛知学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2018 愛知学習センター 学生関係 奨学金関係 奨学金関係（平成３０年度） 愛知学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2019 愛知学習センター 学生関係 奨学金関係 奨学金関係（２０１９年度） 愛知学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2015 愛知学習センター 学生関係 学生団体手続き 学生団体手続き（平成２７年度） 愛知学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2016 愛知学習センター 学生関係 学生団体手続き 学生団体手続き（平成２８年度） 愛知学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2017 愛知学習センター 学生関係 学生団体手続き 学生団体手続き（平成２９年度） 愛知学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2018 愛知学習センター 学生関係 学生団体手続き 学生団体手続き（平成３０年度） 愛知学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2019 愛知学習センター 学生関係 学生団体手続き 学生団体手続き（２０１９年度） 愛知学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2015 愛知学習センター 学生関係 学生特別経費・学生助成金 学生特別経費・学生助成金（平成２７年度） 愛知学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2016 愛知学習センター 学生関係 学生特別経費・学生助成金 学生特別経費・学生助成金（平成２８年度） 愛知学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2017 愛知学習センター 学生関係 学生特別経費・学生助成金 学生特別経費・学生助成金（平成２９年度） 愛知学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2018 愛知学習センター 学生関係 学生特別経費・学生助成金 学生特別経費・学生助成金（平成３０年度） 愛知学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2019 愛知学習センター 学生関係 学生特別経費・学生助成金 学生特別経費・学生助成金（２０１９年度） 愛知学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2015 愛知学習センター 学生関係 学友会会議 学友会会議（平成２７年度） 愛知学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2016 愛知学習センター 学生関係 学友会会議 学友会会議（平成２８年度） 愛知学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2017 愛知学習センター 学生関係 学友会会議 学友会会議（平成２９年度） 愛知学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2018 愛知学習センター 学生関係 学友会会議 学友会会議（平成３０年度） 愛知学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2019 愛知学習センター 学生関係 学友会会議 学友会会議（２０１９年度） 愛知学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2015 愛知学習センター 学生関係 学友会 学友会（平成２７年度） 愛知学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2016 愛知学習センター 学生関係 学友会 学友会（平成２８年度） 愛知学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2017 愛知学習センター 学生関係 学友会 学友会（平成２９年度） 愛知学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2018 愛知学習センター 学生関係 学友会 学友会（平成３０年度） 愛知学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2019 愛知学習センター 学生関係 学友会 学友会（２０１９年度） 愛知学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2015 愛知学習センター 学生関係 同窓会関係 同窓会関係（平成２７年度） 愛知学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2016 愛知学習センター 学生関係 同窓会関係 同窓会関係（平成２８年度） 愛知学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2017 愛知学習センター 学生関係 同窓会関係 同窓会関係（平成２９年度） 愛知学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2018 愛知学習センター 学生関係 同窓会関係 同窓会関係（平成３０年度） 愛知学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2019 愛知学習センター 学生関係 同窓会関係 同窓会関係（２０１９年度） 愛知学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2015 愛知学習センター 学生関係 クラス会関係 クラス会関係（平成２７年度） 愛知学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2016 愛知学習センター 学生関係 クラス会関係 クラス会関係（平成２８年度） 愛知学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2017 愛知学習センター 学生関係 クラス会関係 クラス会関係（平成２９年度） 愛知学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2018 愛知学習センター 学生関係 クラス会関係 クラス会関係（平成３０年度） 愛知学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2019 愛知学習センター 学生関係 クラス会関係 クラス会関係（２０１９年度） 愛知学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2017 愛知学習センター 学生関係 学生トラブル関係 学生トラブル関係（平成２５年度～平成２９年度） 愛知学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2017 愛知学習センター 証明書 学生証再発行願 学生証再発行願（平成２９年度） 愛知学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2018 愛知学習センター 証明書 学生証再発行願 学生証再発行願（平成３０年度） 愛知学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2019 愛知学習センター 証明書 学生証再発行願 学生証再発行願（２０１９年度） 愛知学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2017 愛知学習センター 証明書 証明書交付願 証明書交付願（平成２９年度） 愛知学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2018 愛知学習センター 証明書 証明書交付願 証明書交付願（平成３０年度） 愛知学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2019 愛知学習センター 証明書 証明書交付願 証明書交付願（２０１９年度） 愛知学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2017 愛知学習センター 証明書 証明書受付台帳 証明書受付台帳（平成２９年度） 愛知学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2018 愛知学習センター 証明書 証明書受付台帳 証明書受付台帳（平成３０年度） 愛知学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2019 愛知学習センター 証明書 証明書受付台帳 証明書受付台帳（２０１９年度） 愛知学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2017 愛知学習センター 証明書 手書き証明書・英文証明書発行控 手書き証明書・英文証明書発行控（平成２９年度） 愛知学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2018 愛知学習センター 証明書 手書き証明書・英文証明書発行控 手書き証明書・英文証明書発行控（平成３０年度） 愛知学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2019 愛知学習センター 証明書 手書き証明書・英文証明書発行控 手書き証明書・英文証明書発行控（２０１９年度） 愛知学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2017 愛知学習センター 証明書 教員免許状申請用証明書（特支・養護・栄養・学芸員） 教員免許状申請用証明書（特支・養護・栄養・学芸員）（平成２９年度） 愛知学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2018 愛知学習センター 証明書 教員免許状申請用証明書（特支・養護・栄養・学芸員） 教員免許状申請用証明書（特支・養護・栄養・学芸員）（平成３０年度） 愛知学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2019 愛知学習センター 証明書 教員免許状申請用証明書（特支・養護・栄養・学芸員） 教員免許状申請用証明書（特支・養護・栄養・学芸員）（２０１９年度） 愛知学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2017 愛知学習センター 証明書 教員免許状申請用証明書（専修・一種・二種・その他） 教員免許状申請用証明書（専修・一種・二種・その他）（平成２９年度） 愛知学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2018 愛知学習センター 証明書 教員免許状申請用証明書（専修・一種・二種・その他） 教員免許状申請用証明書（専修・一種・二種・その他）（平成３０年度） 愛知学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2019 愛知学習センター 証明書 教員免許状申請用証明書（専修・一種・二種・その他） 教員免許状申請用証明書（専修・一種・二種・その他）（２０１９年度） 愛知学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2017 愛知学習センター 証明書 学割証発行願 学割証発行願（平成２９年度） 愛知学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2018 愛知学習センター 証明書 学割証発行願 学割証発行願（平成３０年度） 愛知学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2019 愛知学習センター 証明書 学割証発行願 学割証発行願（２０１９年度） 愛知学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2015 愛知学習センター 入試 大学院入学試験 大学院入学試験（平成２７年度） 愛知学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2016 愛知学習センター 入試 大学院入学試験 大学院入学試験（平成２８年度） 愛知学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2017 愛知学習センター 入試 大学院入学試験 大学院入学試験（平成２９年度） 愛知学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2018 愛知学習センター 入試 大学院入学試験 大学院入学試験（平成３０年度） 愛知学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2019 愛知学習センター 入試 大学院入学試験 大学院入学試験（２０１９年度） 愛知学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2015 愛知学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験 １学期単位認定試験（平成２７年度） 愛知学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2016 愛知学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験 １学期単位認定試験（平成２８年度） 愛知学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2017 愛知学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験 １学期単位認定試験（平成２９年度） 愛知学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2018 愛知学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験 １学期単位認定試験（平成３０年度） 愛知学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2019 愛知学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験 １学期単位認定試験（２０１９年度） 愛知学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
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2015 愛知学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験 ２学期単位認定試験（平成２７年度） 愛知学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2016 愛知学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験 ２学期単位認定試験（平成２８年度） 愛知学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2017 愛知学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験 ２学期単位認定試験（平成２９年度） 愛知学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2018 愛知学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験 ２学期単位認定試験（平成３０年度） 愛知学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2019 愛知学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験 ２学期単位認定試験（２０１９年度） 愛知学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2015 愛知学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験監督補助員関連 １学期単位認定試験監督補助員関連（平成２７年度） 愛知学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2016 愛知学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験監督補助員関連 １学期単位認定試験監督補助員関連（平成２８年度） 愛知学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2017 愛知学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験監督補助員関連 １学期単位認定試験監督補助員関連（平成２９年度） 愛知学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2018 愛知学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験監督補助員関連 １学期単位認定試験監督補助員関連（平成３０年度） 愛知学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2019 愛知学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験監督補助員関連 １学期単位認定試験監督補助員関連（２０１９年度） 愛知学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2015 愛知学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験監督補助員関連 ２学期単位認定試験監督補助員関連（平成２７年度） 愛知学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2016 愛知学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験監督補助員関連 ２学期単位認定試験監督補助員関連（平成２８年度） 愛知学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2017 愛知学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験監督補助員関連 ２学期単位認定試験監督補助員関連（平成２９年度） 愛知学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2018 愛知学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験監督補助員関連 ２学期単位認定試験監督補助員関連（平成３０年度） 愛知学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2019 愛知学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験監督補助員関連 ２学期単位認定試験監督補助員関連（２０１９年度） 愛知学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2015 愛知学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験（係長用） 単位認定試験（係長用）（平成２７年度） 愛知学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2016 愛知学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験（係長用） 単位認定試験（係長用）（平成２８年度） 愛知学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2017 愛知学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験（係長用） 単位認定試験（係長用）（平成２９年度） 愛知学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2018 愛知学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験（係長用） 単位認定試験（係長用）（平成３０年度） 愛知学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2019 愛知学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験（係長用） 単位認定試験（係長用）（２０１９年度） 愛知学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2015 愛知学習センター 単位認定試験関係 夏季集中科目単位認定試験 夏季集中科目単位認定試験（平成２７年度） 愛知学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2016 愛知学習センター 単位認定試験関係 夏季集中科目単位認定試験 夏季集中科目単位認定試験（平成２８年度） 愛知学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2017 愛知学習センター 単位認定試験関係 夏季集中科目単位認定試験 夏季集中科目単位認定試験（平成２９年度） 愛知学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2018 愛知学習センター 単位認定試験関係 夏季集中科目単位認定試験 夏季集中科目単位認定試験（平成３０年度） 愛知学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2019 愛知学習センター 単位認定試験関係 夏季集中科目単位認定試験 夏季集中科目単位認定試験（２０１９年度） 愛知学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2015 愛知学習センター 図書・視聴 学習センターに配置する図書資料の推薦 学習センターに配置する図書資料の推薦（平成２７年度） 愛知学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2016 愛知学習センター 図書・視聴 学習センターに配置する図書資料の推薦 学習センターに配置する図書資料の推薦（平成２８年度） 愛知学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2017 愛知学習センター 図書・視聴 学習センターに配置する図書資料の推薦 学習センターに配置する図書資料の推薦（平成２９年度） 愛知学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2018 愛知学習センター 図書・視聴 学習センターに配置する図書資料の推薦 学習センターに配置する図書資料の推薦（平成３０年度） 愛知学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2019 愛知学習センター 図書・視聴 学習センターに配置する図書資料の推薦 学習センターに配置する図書資料の推薦（２０１９年度） 愛知学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2017 愛知学習センター 図書・視聴 他センター所属学生視聴学習室利用願 他センター所属学生視聴学習室利用願（平成２９年度） 愛知学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2015 愛知学習センター 図書・視聴 雑誌受入チェックリスト・納品書 雑誌受入チェックリスト・納品書（平成２７年度） 愛知学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2016 愛知学習センター 図書・視聴 雑誌受入チェックリスト・納品書 雑誌受入チェックリスト・納品書（平成２８年度） 愛知学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2017 愛知学習センター 図書・視聴 雑誌受入チェックリスト・納品書 雑誌受入チェックリスト・納品書（平成２９年度） 愛知学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2018 愛知学習センター 図書・視聴 雑誌受入チェックリスト・納品書 雑誌受入チェックリスト・納品書（平成３０年度） 愛知学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2019 愛知学習センター 図書・視聴 雑誌受入チェックリスト・納品書 雑誌受入チェックリスト・納品書（２０１９年度） 愛知学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2017 愛知学習センター 図書・視聴 図書・放送教材貸出関係 図書・放送教材貸出関係（平成２９年度） 愛知学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2017 愛知学習センター 図書・視聴 文献複写申込書 文献複写申込書（平成２９年度） 愛知学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2018 愛知学習センター 図書・視聴 文献複写申込書 文献複写申込書（平成３０年度） 愛知学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2019 愛知学習センター 図書・視聴 文献複写申込書 文献複写申込書（２０１９年度） 愛知学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2017 愛知学習センター 会計 ビルサービス清掃日報 ビルサービス清掃日報（平成２９年度） 愛知学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2018 愛知学習センター 会計 ビルサービス清掃日報 ビルサービス清掃日報（平成３０年度） 愛知学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2019 愛知学習センター 会計 ビルサービス清掃日報 ビルサービス清掃日報（２０１９年度） 愛知学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2010 愛知学習センター 会計 予算執行計画書 予算執行計画書（平成２２年度） 愛知学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2011 愛知学習センター 会計 予算執行計画書 予算執行計画書（平成２３年度） 愛知学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2012 愛知学習センター 会計 予算執行計画書 予算執行計画書（平成２４年度） 愛知学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2013 愛知学習センター 会計 予算執行計画書 予算執行計画書（平成２５年度） 愛知学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2014 愛知学習センター 会計 予算執行計画書 予算執行計画書（平成２６年度） 愛知学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2015 愛知学習センター 会計 予算執行計画書 予算執行計画書（平成２７年度） 愛知学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2016 愛知学習センター 会計 予算執行計画書 予算執行計画書（平成２８年度） 愛知学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2017 愛知学習センター 会計 予算執行計画書 予算執行計画書（平成２９年度） 愛知学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2018 愛知学習センター 会計 予算執行計画書 予算執行計画書（平成３０年度） 愛知学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2019 愛知学習センター 会計 予算執行計画書 予算執行計画書（２０１９年度） 愛知学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2010 愛知学習センター 会計 学園本部照会回答 学園本部照会回答（平成２２年度） 愛知学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2011 愛知学習センター 会計 学園本部照会回答 学園本部照会回答（平成２３年度） 愛知学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2012 愛知学習センター 会計 学園本部照会回答 学園本部照会回答（平成２４年度） 愛知学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2013 愛知学習センター 会計 学園本部照会回答 学園本部照会回答（平成２５年度） 愛知学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2014 愛知学習センター 会計 学園本部照会回答 学園本部照会回答（平成２６年度） 愛知学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2015 愛知学習センター 会計 学園本部照会回答 学園本部照会回答（平成２７年度） 愛知学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2016 愛知学習センター 会計 学園本部照会回答 学園本部照会回答（平成２８年度） 愛知学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2017 愛知学習センター 会計 学園本部照会回答 学園本部照会回答（平成２９年度） 愛知学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2018 愛知学習センター 会計 学園本部照会回答 学園本部照会回答（平成３０年度） 愛知学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2019 愛知学習センター 会計 学園本部照会回答 学園本部照会回答（２０１９年度） 愛知学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2010 愛知学習センター 会計 本部支払関係書類の送付 本部支払関係書類の送付（平成２２年度） 愛知学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2011 愛知学習センター 会計 本部支払関係書類の送付 本部支払関係書類の送付（平成２３年度） 愛知学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2012 愛知学習センター 会計 本部支払関係書類の送付 本部支払関係書類の送付（平成２４年度） 愛知学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2013 愛知学習センター 会計 本部支払関係書類の送付 本部支払関係書類の送付（平成２５年度） 愛知学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2014 愛知学習センター 会計 本部支払関係書類の送付 本部支払関係書類の送付（平成２６年度） 愛知学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2015 愛知学習センター 会計 本部支払関係書類の送付 本部支払関係書類の送付（平成２７年度） 愛知学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄



261/374

大分類 中分類
備考作成・取得年度等

文書分類
小分類 法人文書ファイル名 作成・取得者 起算日 保存期間

保存期間満了
時期

媒体の種別 保存場所 管理者 管理担当係等
保存期間満了時の

措置結果
2016 愛知学習センター 会計 本部支払関係書類の送付 本部支払関係書類の送付（平成２８年度） 愛知学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2017 愛知学習センター 会計 本部支払関係書類の送付 本部支払関係書類の送付（平成２９年度） 愛知学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2018 愛知学習センター 会計 本部支払関係書類の送付 本部支払関係書類の送付（平成３０年度） 愛知学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2019 愛知学習センター 会計 本部支払関係書類の送付 本部支払関係書類の送付（２０１９年度） 愛知学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2010 愛知学習センター 会計 物品取得，修繕及び役務等通知書 物品取得，修繕及び役務等通知書（平成２２年度） 愛知学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2011 愛知学習センター 会計 物品取得，修繕及び役務等通知書 物品取得，修繕及び役務等通知書（平成２３年度） 愛知学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2010 愛知学習センター 会計 前渡資金出納簿 前渡資金出納簿（平成２２年度） 愛知学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2011 愛知学習センター 会計 前渡資金出納簿 前渡資金出納簿（平成２３年度） 愛知学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2012 愛知学習センター 会計 前渡資金出納簿 前渡資金出納簿（平成２４年度） 愛知学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2013 愛知学習センター 会計 前渡資金出納簿 前渡資金出納簿（平成２５年度） 愛知学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2014 愛知学習センター 会計 前渡資金出納簿 前渡資金出納簿（平成２６年度） 愛知学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2015 愛知学習センター 会計 前渡資金出納簿 前渡資金出納簿（平成２７年度） 愛知学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2016 愛知学習センター 会計 前渡資金出納簿 前渡資金出納簿（平成２８年度） 愛知学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2017 愛知学習センター 会計 前渡資金出納簿 前渡資金出納簿（平成２９年度） 愛知学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2018 愛知学習センター 会計 前渡資金出納簿 前渡資金出納簿（平成３０年度） 愛知学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2019 愛知学習センター 会計 前渡資金出納簿 前渡資金出納簿（２０１９年度） 愛知学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2010 愛知学習センター 会計 前渡資金精算書・要求書 前渡資金精算書・要求書（平成２２年度） 愛知学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2011 愛知学習センター 会計 前渡資金精算書・要求書 前渡資金精算書・要求書（平成２３年度） 愛知学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2012 愛知学習センター 会計 前渡資金精算書・要求書 前渡資金精算書・要求書（平成２４年度） 愛知学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2013 愛知学習センター 会計 前渡資金精算書・要求書 前渡資金精算書・要求書（平成２５年度） 愛知学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2014 愛知学習センター 会計 前渡資金精算書・要求書 前渡資金精算書・要求書（平成２６年度） 愛知学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2015 愛知学習センター 会計 前渡資金精算書・要求書 前渡資金精算書・要求書（平成２７年度） 愛知学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2016 愛知学習センター 会計 前渡資金精算書・要求書 前渡資金精算書・要求書（平成２８年度） 愛知学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2017 愛知学習センター 会計 前渡資金精算書・要求書 前渡資金精算書・要求書（平成２９年度） 愛知学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2018 愛知学習センター 会計 前渡資金精算書・要求書 前渡資金精算書・要求書（平成３０年度） 愛知学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2019 愛知学習センター 会計 前渡資金精算書・要求書 前渡資金精算書・要求書（２０１９年度） 愛知学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2010 愛知学習センター 会計 現金収入報告書 現金収入報告書（平成２２年度） 愛知学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2011 愛知学習センター 会計 現金収入報告書 現金収入報告書（平成２３年度） 愛知学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2012 愛知学習センター 会計 現金収入報告書 現金収入報告書（平成２４年度） 愛知学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2013 愛知学習センター 会計 現金収入報告書 現金収入報告書（平成２５年度） 愛知学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2014 愛知学習センター 会計 現金収入報告書 現金収入報告書（平成２６年度） 愛知学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2015 愛知学習センター 会計 現金収入報告書 現金収入報告書（平成２７年度） 愛知学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2016 愛知学習センター 会計 現金収入報告書 現金収入報告書（平成２８年度） 愛知学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2017 愛知学習センター 会計 現金収入報告書 現金収入報告書（平成２９年度） 愛知学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2018 愛知学習センター 会計 現金収入報告書 現金収入報告書（平成３０年度） 愛知学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2019 愛知学習センター 会計 現金収入報告書 現金収入報告書（２０１９年度） 愛知学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2013 愛知学習センター 会計 出納員現金出納簿 出納員現金出納簿（平成２１年度～平成２５年度） 愛知学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2014 愛知学習センター 会計 出納員現金出納簿 出納員現金出納簿（平成２６年度） 愛知学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2015 愛知学習センター 会計 出納員現金出納簿 出納員現金出納簿（平成２７年度） 愛知学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2016 愛知学習センター 会計 出納員現金出納簿 出納員現金出納簿（平成２８年度） 愛知学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2017 愛知学習センター 会計 出納員現金出納簿 出納員現金出納簿（平成２９年度） 愛知学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2018 愛知学習センター 会計 出納員現金出納簿 出納員現金出納簿（平成３０年度） 愛知学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2019 愛知学習センター 会計 出納員現金出納簿 出納員現金出納簿（２０１９年度） 愛知学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2010 愛知学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等受払簿（平成２２年度） 愛知学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2011 愛知学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等受払簿（平成２３年度） 愛知学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2012 愛知学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等受払簿（平成２４年度） 愛知学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2013 愛知学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等受払簿（平成２５年度） 愛知学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2014 愛知学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等受払簿（平成２６年度） 愛知学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2015 愛知学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等受払簿（平成２７年度） 愛知学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2016 愛知学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等受払簿（平成２８年度） 愛知学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2017 愛知学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等受払簿（平成２９年度） 愛知学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2018 愛知学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等受払簿（平成３０年度） 愛知学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2019 愛知学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等受払簿（２０１９年度） 愛知学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2010 愛知学習センター 会計 常備品残高報告書 常備品残高報告書（平成２２年度） 愛知学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2011 愛知学習センター 会計 常備品残高報告書 常備品残高報告書（平成２３年度） 愛知学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2012 愛知学習センター 会計 常備品残高報告書 常備品残高報告書（平成２４年度） 愛知学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2013 愛知学習センター 会計 常備品残高報告書 常備品残高報告書（平成２５年度） 愛知学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2014 愛知学習センター 会計 常備品残高報告書 常備品残高報告書（平成２６年度） 愛知学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2015 愛知学習センター 会計 常備品残高報告書 常備品残高報告書（平成２７年度） 愛知学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2016 愛知学習センター 会計 常備品残高報告書 常備品残高報告書（平成２８年度） 愛知学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2017 愛知学習センター 会計 常備品残高報告書 常備品残高報告書（平成２９年度） 愛知学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2018 愛知学習センター 会計 常備品残高報告書 常備品残高報告書（平成３０年度） 愛知学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2019 愛知学習センター 会計 常備品残高報告書 常備品残高報告書（２０１９年度） 愛知学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2010 愛知学習センター 会計 面接授業科目登録授業料 面接授業科目登録授業料（平成２２年度） 愛知学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2011 愛知学習センター 会計 面接授業科目登録授業料 面接授業科目登録授業料（平成２３年度） 愛知学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2012 愛知学習センター 会計 面接授業科目登録授業料 面接授業科目登録授業料（平成２４年度） 愛知学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2013 愛知学習センター 会計 面接授業科目登録授業料 面接授業科目登録授業料（平成２５年度） 愛知学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2014 愛知学習センター 会計 面接授業科目登録授業料 面接授業科目登録授業料（平成２６年度） 愛知学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2015 愛知学習センター 会計 面接授業科目登録授業料 面接授業科目登録授業料（平成２７年度） 愛知学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
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2016 愛知学習センター 会計 面接授業科目登録授業料 面接授業科目登録授業料（平成２８年度） 愛知学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2017 愛知学習センター 会計 面接授業科目登録授業料 面接授業科目登録授業料（平成２９年度） 愛知学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2018 愛知学習センター 会計 面接授業科目登録授業料 面接授業科目登録授業料（平成３０年度） 愛知学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2019 愛知学習センター 会計 面接授業科目登録授業料 面接授業科目登録授業料（２０１９年度） 愛知学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2010 愛知学習センター 会計 学生証再発行手数料 学生証再発行手数料（平成２２年度） 愛知学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2011 愛知学習センター 会計 学生証再発行手数料 学生証再発行手数料（平成２３年度） 愛知学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2012 愛知学習センター 会計 学生証再発行手数料 学生証再発行手数料（平成２４年度） 愛知学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2013 愛知学習センター 会計 学生証再発行手数料 学生証再発行手数料（平成２５年度） 愛知学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2014 愛知学習センター 会計 学生証再発行手数料 学生証再発行手数料（平成２６年度） 愛知学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2015 愛知学習センター 会計 学生証再発行手数料 学生証再発行手数料（平成２７年度） 愛知学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2016 愛知学習センター 会計 学生証再発行手数料 学生証再発行手数料（平成２８年度） 愛知学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2017 愛知学習センター 会計 学生証再発行手数料 学生証再発行手数料（平成２９年度） 愛知学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2018 愛知学習センター 会計 学生証再発行手数料 学生証再発行手数料（平成３０年度） 愛知学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2019 愛知学習センター 会計 学生証再発行手数料 学生証再発行手数料（２０１９年度） 愛知学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2010 愛知学習センター 会計 オープンフォーラム報告書 オープンフォーラム報告書（平成２２年度） 愛知学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2011 愛知学習センター 会計 オープンフォーラム報告書 オープンフォーラム報告書（平成２３年度） 愛知学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2012 愛知学習センター 会計 オープンフォーラム報告書 オープンフォーラム報告書（平成２４年度） 愛知学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2013 愛知学習センター 会計 オープンフォーラム報告書 オープンフォーラム報告書（平成２５年度） 愛知学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2014 愛知学習センター 会計 オープンフォーラム報告書 オープンフォーラム報告書（平成２６年度） 愛知学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2015 愛知学習センター 会計 オープンフォーラム報告書 オープンフォーラム報告書（平成２７年度） 愛知学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2016 愛知学習センター 会計 オープンフォーラム報告書 オープンフォーラム報告書（平成２８年度） 愛知学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2017 愛知学習センター 会計 オープンフォーラム報告書 オープンフォーラム報告書（平成２９年度） 愛知学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2018 愛知学習センター 会計 オープンフォーラム報告書 オープンフォーラム報告書（平成３０年度） 愛知学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2019 愛知学習センター 会計 オープンフォーラム報告書 オープンフォーラム報告書（２０１９年度） 愛知学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2010 愛知学習センター 会計 印刷教材販売報告書 印刷教材販売報告書（平成２２年度） 愛知学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2011 愛知学習センター 会計 印刷教材販売報告書 印刷教材販売報告書（平成２３年度） 愛知学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2012 愛知学習センター 会計 印刷教材販売報告書 印刷教材販売報告書（平成２４年度） 愛知学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2013 愛知学習センター 会計 印刷教材販売報告書 印刷教材販売報告書（平成２５年度） 愛知学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2014 愛知学習センター 会計 印刷教材販売報告書 印刷教材販売報告書（平成２６年度） 愛知学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2015 愛知学習センター 会計 印刷教材販売報告書 印刷教材販売報告書（平成２７年度） 愛知学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2016 愛知学習センター 会計 印刷教材販売報告書 印刷教材販売報告書（平成２８年度） 愛知学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2017 愛知学習センター 会計 印刷教材販売報告書 印刷教材販売報告書（平成２９年度） 愛知学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2018 愛知学習センター 会計 印刷教材販売報告書 印刷教材販売報告書（平成３０年度） 愛知学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2019 愛知学習センター 会計 印刷教材販売報告書 印刷教材販売報告書（２０１９年度） 愛知学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2010 愛知学習センター 会計 証明書発行手数料領収書 証明書発行手数料領収書（平成２２年度） 愛知学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2011 愛知学習センター 会計 証明書発行手数料領収書 証明書発行手数料領収書（平成２３年度） 愛知学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2012 愛知学習センター 会計 証明書発行手数料領収書 証明書発行手数料領収書（平成２４年度） 愛知学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2013 愛知学習センター 会計 証明書発行手数料領収書 証明書発行手数料領収書（平成２５年度） 愛知学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2014 愛知学習センター 会計 証明書発行手数料領収書 証明書発行手数料領収書（平成２６年度） 愛知学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2015 愛知学習センター 会計 証明書発行手数料領収書 証明書発行手数料領収書（平成２７年度） 愛知学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2016 愛知学習センター 会計 証明書発行手数料領収書 証明書発行手数料領収書（平成２８年度） 愛知学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2017 愛知学習センター 会計 証明書発行手数料領収書 証明書発行手数料領収書（平成２９年度） 愛知学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2018 愛知学習センター 会計 証明書発行手数料領収書 証明書発行手数料領収書（平成３０年度） 愛知学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2019 愛知学習センター 会計 証明書発行手数料領収書 証明書発行手数料領収書（２０１９年度） 愛知学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2013 愛知学習センター 会計 年間契約関係書類 年間契約関係書類（平成１９年度～平成２５年度） 愛知学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2014 愛知学習センター 会計 年間契約関係書類 年間契約関係書類（平成２６年度） 愛知学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2015 愛知学習センター 会計 年間契約関係書類 年間契約関係書類（平成２７年度） 愛知学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2016 愛知学習センター 会計 年間契約関係書類 年間契約関係書類（平成２８年度） 愛知学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2017 愛知学習センター 会計 年間契約関係書類 年間契約関係書類（平成２９年度） 愛知学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2018 愛知学習センター 会計 年間契約関係書類 年間契約関係書類（平成３０年度） 愛知学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2019 愛知学習センター 会計 年間契約関係書類 年間契約関係書類（２０１９年度） 愛知学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2012 愛知学習センター 会計 購入依頼書／債務計上票 購入依頼書／債務計上票（平成２４年度） 愛知学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2013 愛知学習センター 会計 購入依頼書／債務計上票 購入依頼書／債務計上票（平成２５年度） 愛知学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2014 愛知学習センター 会計 購入依頼書／債務計上票 購入依頼書／債務計上票（平成２６年度） 愛知学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2015 愛知学習センター 会計 購入依頼書／債務計上票 購入依頼書／債務計上票（センター庁費）（平成２７年度） 愛知学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2018 愛知学習センター 会計 購入依頼書／債務計上票 購入依頼書／債務計上票（センター庁費）（平成３０年度） 愛知学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2019 愛知学習センター 会計 購入依頼書／債務計上票 購入依頼書／債務計上票（センター庁費）（２０１９年度） 愛知学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2015 愛知学習センター 会計 購入依頼書／債務計上票 購入依頼書／債務計上票（その他）（平成２７年度） 愛知学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2016 愛知学習センター 会計 購入依頼書／債務計上票 購入依頼書／債務計上票（その他）（平成２８年度） 愛知学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2017 愛知学習センター 会計 購入依頼書／債務計上票 購入依頼書／債務計上票（その他）（平成２９年度） 愛知学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2018 愛知学習センター 会計 購入依頼書／債務計上票 購入依頼書／債務計上票（その他）（平成３０年度） 愛知学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2019 愛知学習センター 会計 購入依頼書／債務計上票 購入依頼書／債務計上票（その他）（２０１９年度） 愛知学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 愛知学習センター 愛知学習センター事務長 廃棄
2014 三重学習センター 式典 開設20周年記念式典関係綴 開設20周年記念式典関係綴 三重学習センター事務長 2015/4/1 無期限 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2014 三重学習センター 広報 各種センター発行物（保存用） 各種センター発行物（保存用）（平成26年度） 三重学習センター事務長 2015/4/1 無期限 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2015 三重学習センター 広報 各種センター発行物（保存用） 各種センター発行物（保存用）（平成27年度） 三重学習センター事務長 2016/4/1 無期限 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2016 三重学習センター 広報 各種センター発行物（保存用） 各種センター発行物（保存用）（平成28年度） 三重学習センター事務長 2017/4/1 無期限 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2017 三重学習センター 広報 各種センター発行物（保存用） 各種センター発行物（保存用）（平成29年度） 三重学習センター事務長 2018/4/1 無期限 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2018 三重学習センター 広報 各種センター発行物（保存用） 各種センター発行物（保存用）（平成30年度） 三重学習センター事務長 2019/4/1 無期限 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2019 三重学習センター 広報 各種センター発行物（保存用） 各種センター発行物（保存用）（令和元年度） 三重学習センター事務長 2020/4/1 無期限 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
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措置結果
2014 三重学習センター 式典 学位記授与式・入学者の集い関係綴 学位記授与式・入学者の集い関係綴（平成26年度） 三重学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2015 三重学習センター 式典 学位記授与式・入学者の集い関係綴 学位記授与式・入学者の集い関係綴（平成27年度） 三重学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2016 三重学習センター 式典 学位記授与式・入学者の集い関係綴 学位記授与式・入学者の集い関係綴（平成28年度） 三重学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2017 三重学習センター 式典 学位記授与式・入学者の集い関係綴 学位記授与式・入学者の集い関係綴（平成29年度） 三重学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2018 三重学習センター 式典 学位記授与式・入学者の集い関係綴 学位記授与式・入学者の集い関係綴（平成30年度） 三重学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2019 三重学習センター 式典 学位記授与式・入学者の集い関係綴 学位記授与式・入学者の集い関係綴（令和元年度） 三重学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2017 三重学習センター 管理運営 危機管理関係綴 危機管理関係綴（平成29年度） 三重学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2018 三重学習センター 管理運営 危機管理関係綴 危機管理関係綴（平成30年度） 三重学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2019 三重学習センター 管理運営 危機管理関係綴 危機管理関係綴（令和元年度） 三重学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2015 三重学習センター 人事 常勤職員任免関係綴 常勤職員任免関係綴（平成27年度） 三重学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2016 三重学習センター 人事 常勤職員任免関係綴 常勤職員任免関係綴（平成28年度） 三重学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2017 三重学習センター 人事 常勤職員任免関係綴 常勤職員任免関係綴（平成29年度） 三重学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2018 三重学習センター 人事 常勤職員任免関係綴 常勤職員任免関係綴（平成30年度） 三重学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2019 三重学習センター 人事 常勤職員任免関係綴 常勤職員任免関係綴（令和元年度） 三重学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2015 三重学習センター 人事 客員教員・非常勤講師任免関係綴 客員教員・非常勤講師任免関係綴（平成27年度） 三重学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2016 三重学習センター 人事 客員教員・非常勤講師任免関係綴 客員教員・非常勤講師任免関係綴（平成28年度） 三重学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2017 三重学習センター 人事 客員教員・非常勤講師任免関係綴 客員教員・非常勤講師任免関係綴（平成29年度） 三重学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2018 三重学習センター 人事 客員教員・非常勤講師任免関係綴 客員教員・非常勤講師任免関係綴（平成30年度） 三重学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2019 三重学習センター 人事 客員教員・非常勤講師任免関係綴 客員教員・非常勤講師任免関係綴（令和元年度） 三重学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2015 三重学習センター 人事 期間業務職員採用関係綴 期間業務職員任免関係綴（平成27年度） 三重学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2016 三重学習センター 人事 期間業務職員採用関係綴 期間業務職員採用関係綴（平成28年度） 三重学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2017 三重学習センター 人事 期間業務職員採用関係綴 期間業務職員採用関係綴（平成29年度） 三重学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2018 三重学習センター 人事 期間業務職員採用関係綴 期間業務職員採用関係綴（平成30年度） 三重学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2019 三重学習センター 人事 期間業務職員採用関係綴 期間業務職員採用関係綴（令和元年度） 三重学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2015 三重学習センター 人事 時間雇用職員採用関係綴 時間雇用職員任免関係綴（平成27年度） 三重学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2016 三重学習センター 人事 時間雇用職員採用関係綴 時間雇用職員採用関係綴（平成28年度） 三重学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2017 三重学習センター 人事 時間雇用職員採用関係綴 時間雇用職員採用関係綴（平成29年度） 三重学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2018 三重学習センター 人事 時間雇用職員採用関係綴 時間雇用職員採用関係綴（平成30年度） 三重学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2019 三重学習センター 人事 時間雇用職員採用関係綴 時間雇用職員採用関係綴（令和元年度） 三重学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2017 三重学習センター 諸会議 北陸・東海地区ブロック会議関係綴 北陸・東海地区ブロック会議関係綴（平成29年度） 三重学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2018 三重学習センター 諸会議 北陸・東海地区ブロック会議関係綴 北陸・東海地区ブロック会議関係綴（平成30年度） 三重学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2019 三重学習センター 諸会議 北陸・東海地区ブロック会議関係綴 北陸・東海地区ブロック会議関係綴（令和元年度） 三重学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2017 三重学習センター 諸会議 学習センター事務長連絡会議関係綴 学習センター事務長連絡会議関係綴（平成29年度） 三重学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2018 三重学習センター 諸会議 学習センター事務長連絡会議関係綴 学習センター事務長連絡会議関係綴（平成30年度） 三重学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2019 三重学習センター 諸会議 学習センター事務長連絡会議関係綴 学習センター事務長連絡会議関係綴（令和元年度） 三重学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2017 三重学習センター 諸会議 学習センター所長会議関係綴 学習センター所長会議関係綴（平成29年度） 三重学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2018 三重学習センター 諸会議 学習センター所長会議関係綴 学習センター所長会議関係綴（平成30年度） 三重学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2019 三重学習センター 諸会議 学習センター所長会議関係綴 学習センター所長会議関係綴（令和元年度） 三重学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2010 三重学習センター 広報 機関誌「ティータイム」 機関誌「ティータイム」（平成22年度） 三重学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2011 三重学習センター 広報 機関誌「ティータイム」 機関誌「ティータイム」（平成23年度） 三重学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2012 三重学習センター 広報 機関誌「ティータイム」 機関誌「ティータイム」（平成24年度） 三重学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2013 三重学習センター 広報 機関誌「ティータイム」 機関誌「ティータイム」（平成25年度） 三重学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2014 三重学習センター 広報 機関誌「ティータイム」 機関誌「ティータイム」（平成26年度） 三重学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2015 三重学習センター 広報 機関誌「ティータイム」 機関誌「ティータイム」（平成27年度） 三重学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2016 三重学習センター 広報 機関誌「ティータイム」 機関誌「ティータイム」（平成28年度） 三重学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2017 三重学習センター 広報 機関誌「ティータイム」 機関誌「ティータイム」（平成29年度） 三重学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2018 三重学習センター 広報 機関誌「ティータイム」 機関誌「ティータイム」（平成30年度） 三重学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2019 三重学習センター 広報 機関誌「ティータイム」 機関誌「ティータイム」（令和元年度） 三重学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2015 三重学習センター 広報 広報関係綴（学生募集活動等含む） 広報関係綴（学生募集活動等含む）（平成27年度） 三重学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2016 三重学習センター 広報 広報関係綴（学生募集活動等含む） 広報関係綴（学生募集活動等含む）（平成28年度） 三重学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2017 三重学習センター 広報 広報関係綴（学生募集活動等含む） 広報関係綴（学生募集活動等含む）（平成29年度） 三重学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2018 三重学習センター 広報 広報関係綴（学生募集活動等含む） 広報関係綴（学生募集活動等含む）（平成30年度） 三重学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2019 三重学習センター 広報 広報関係綴（学生募集活動等含む） 広報関係綴（学生募集活動等含む）（令和元年度） 三重学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2015 三重学習センター 広報 ホームページ関係綴 ホームページ関係綴（平成27年度） 三重学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2016 三重学習センター 広報 ホームページ関係綴 ホームページ関係綴（平成28年度） 三重学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2017 三重学習センター 広報 ホームページ関係綴 ホームページ関係綴（平成29年度） 三重学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2018 三重学習センター 広報 ホームページ関係綴 ホームページ関係綴（平成30年度） 三重学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2015 三重学習センター 広報 公開講演会関係綴 公開講演会関係綴（平成27年度） 三重学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2016 三重学習センター 広報 公開講演会関係綴 公開講演会関係綴（平成28年度） 三重学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2017 三重学習センター 広報 公開講演会関係綴 公開講演会関係綴（平成29年度） 三重学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2018 三重学習センター 広報 公開講演会関係綴 公開講演会関係綴（平成30年度） 三重学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2019 三重学習センター 広報 公開講演会関係綴 公開講演会関係綴（2019年度） 三重学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2010 三重学習センター 庶務 旅費 旅費（平成22年度） 三重学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2011 三重学習センター 庶務 旅費 旅費（平成23年度） 三重学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2012 三重学習センター 庶務 旅費 旅費（平成24年度） 三重学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2013 三重学習センター 庶務 旅費 旅費（平成25年度） 三重学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2014 三重学習センター 庶務 旅行・外勤関係綴 旅行・外勤関係綴（平成26年度） 三重学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2015 三重学習センター 庶務 旅行・外勤関係綴 旅行・外勤関係綴（平成27年度） 三重学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2016 三重学習センター 庶務 旅行・外勤関係綴 旅行・外勤関係綴（平成28年度） 三重学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
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措置結果
2017 三重学習センター 庶務 旅行・外勤関係綴 旅行・外勤関係綴（平成29年度） 三重学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2018 三重学習センター 庶務 旅行・外勤関係綴 旅行・外勤関係綴（平成30年度） 三重学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2019 三重学習センター 庶務 旅行・外勤関係綴 旅行・外勤関係綴（令和元年度） 三重学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2014 三重学習センター 庶務 自家用車・レンタカー業務使用許可申請書綴 自家用車・レンタカー業務使用許可申請書綴（平成26年度） 三重学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2015 三重学習センター 庶務 自家用車・レンタカー業務使用許可申請書綴 自家用車・レンタカー業務使用許可申請書綴（平成27年度） 三重学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2016 三重学習センター 庶務 自家用車・レンタカー業務使用許可申請書綴 自家用車・レンタカー業務使用許可申請書綴（平成28年度） 三重学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2017 三重学習センター 庶務 自家用車・レンタカー業務使用許可申請書綴 自家用車・レンタカー業務使用許可申請書綴（平成29年度） 三重学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2018 三重学習センター 庶務 自家用車・レンタカー業務使用許可申請書綴 自家用車・レンタカー業務使用許可申請書綴（平成30年度） 三重学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2019 三重学習センター 庶務 自家用車・レンタカー業務使用許可申請書綴 自家用車・レンタカー業務使用許可申請書綴（令和元年度） 三重学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2011 三重学習センター 庶務 物品供用簿 物品供用簿（平成23年度） 三重学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2012 三重学習センター 庶務 物品供用簿 物品供用簿（平成24年度） 三重学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2013 三重学習センター 庶務 物品供用簿 物品供用簿（平成25年度） 三重学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2014 三重学習センター 庶務 物品供用簿 物品供用簿（平成26年度） 三重学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2015 三重学習センター 庶務 物品供用簿 物品供用簿（平成27年度） 三重学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2016 三重学習センター 庶務 物品供用簿 物品供用簿（平成28年度） 三重学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2017 三重学習センター 庶務 物品供用簿 物品供用簿（平成29年度） 三重学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2018 三重学習センター 庶務 物品供用簿 物品供用簿（平成30年度） 三重学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2019 三重学習センター 庶務 物品供用簿 物品供用簿（令和元年度） 三重学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2015 三重学習センター 庶務 文書処理簿 文書処理簿（平成27年度） 三重学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2016 三重学習センター 庶務 文書処理簿 文書処理簿（平成28年度） 三重学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2017 三重学習センター 庶務 文書処理簿 文書処理簿（平成29年度） 三重学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2018 三重学習センター 庶務 文書処理簿 文書処理簿（平成30年度） 三重学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2019 三重学習センター 庶務 文書処理簿 文書処理簿（令和元年度） 三重学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2010 三重学習センター 庶務 利用の手引き 利用の手引き（平成22年度） 三重学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2011 三重学習センター 庶務 利用の手引き 利用の手引き（平成23年度） 三重学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2012 三重学習センター 庶務 利用の手引き 利用の手引き（平成24年度） 三重学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2013 三重学習センター 庶務 利用の手引き 利用の手引き（平成25年度） 三重学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2014 三重学習センター 庶務 利用の手引き 利用の手引き（平成26年度） 三重学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2015 三重学習センター 庶務 利用の手引き 利用の手引き（平成27年度） 三重学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2016 三重学習センター 庶務 利用の手引き 利用の手引き（平成28年度） 三重学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2017 三重学習センター 庶務 利用の手引き 利用の手引き（平成29年度） 三重学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2018 三重学習センター 庶務 利用の手引き 利用の手引き（平成30年度） 三重学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2019 三重学習センター 庶務 利用の手引き 利用の手引き（令和元年度） 三重学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2017 三重学習センター 職員 定期健康診断・人間ドック関係綴 定期健康診断・人間ドック関係綴（平成29年度） 三重学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2018 三重学習センター 職員 定期健康診断・人間ドック関係綴 定期健康診断・人間ドック関係綴（平成30年度） 三重学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2019 三重学習センター 職員 定期健康診断・人間ドック関係綴 定期健康診断・人間ドック関係綴（令和元年度） 三重学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2017 三重学習センター 職員 時間外勤務命令簿 時間外勤務命令簿（平成29年度） 三重学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2018 三重学習センター 職員 時間外勤務命令簿 時間外勤務命令簿（平成30年度） 三重学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2019 三重学習センター 職員 時間外勤務命令簿 時間外勤務命令簿（令和元年度） 三重学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2017 三重学習センター 職員 振替簿 振替簿（平成29年度） 三重学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2018 三重学習センター 職員 振替簿 振替簿（平成30年度） 三重学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2019 三重学習センター 職員 振替簿 振替簿（令和元年度） 三重学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2017 三重学習センター 職員 勤務時間割振簿 勤務時間割振簿（平成29年度） 三重学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2018 三重学習センター 職員 勤務時間割振簿 勤務時間割振簿（平成30年度） 三重学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2019 三重学習センター 職員 勤務時間割振簿 勤務時間割振簿（令和元年度） 三重学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2017 三重学習センター 職員 休暇簿 休暇簿（平成29年度） 三重学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2018 三重学習センター 職員 休暇簿 休暇簿（平成30年度） 三重学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2019 三重学習センター 職員 休暇簿 休暇簿（令和元年度） 三重学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2017 三重学習センター 職員 出勤簿 出勤簿（平成29年度） 三重学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2018 三重学習センター 職員 出勤簿 出勤簿（平成30年度） 三重学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2019 三重学習センター 職員 出勤簿 出勤簿（令和元年度） 三重学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2017 三重学習センター 職員 出勤簿（面接授業用） 出勤簿（面接授業用）（平成29年度） 三重学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2018 三重学習センター 職員 出勤簿（面接授業用） 出勤簿（面接授業用）（平成30年度） 三重学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2019 三重学習センター 職員 出勤簿（面接授業用） 出勤簿（面接授業用）（令和元年度） 三重学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2011 三重学習センター 職員 通勤届、認定簿決定伺 通勤届、認定簿決定伺（平成23年度） 三重学習センター事務長 2012/4/1 3年（支給喪失から） 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2012 三重学習センター 職員 通勤届、認定簿決定伺 通勤届、認定簿決定伺（平成24年度） 三重学習センター事務長 2013/4/1 3年（支給喪失から） 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2013 三重学習センター 職員 通勤届、認定簿決定伺 通勤届、認定簿決定伺（平成25年度） 三重学習センター事務長 2014/4/1 3年（支給喪失から） 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2014 三重学習センター 職員 通勤届、認定簿決定伺 通勤届、認定簿決定伺（平成26年度） 三重学習センター事務長 2015/4/1 3年（支給喪失から） 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2015 三重学習センター 職員 通勤届、認定簿決定伺 通勤届、認定簿決定伺（平成27年度） 三重学習センター事務長 2016/4/1 3年（支給喪失から） 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2016 三重学習センター 職員 通勤届、認定簿決定伺 通勤届、認定簿決定伺（平成28年度） 三重学習センター事務長 2017/4/1 3年（支給喪失から） 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2017 三重学習センター 職員 通勤届、認定簿決定伺 通勤届、認定簿決定伺（平成29年度） 三重学習センター事務長 2018/4/1 3年（支給喪失から） 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2018 三重学習センター 職員 通勤届、認定簿決定伺 通勤届、認定簿決定伺（平成30年度） 三重学習センター事務長 2019/4/1 3年（支給喪失から） 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2019 三重学習センター 職員 通勤届、認定簿決定伺 通勤届、認定簿決定伺（令和元年度） 三重学習センター事務長 2020/4/1 3年（支給喪失から） 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2014 三重学習センター 職員 住居届 住居届（平成26年度） 三重学習センター事務長 2015/4/1 3年（支給喪失から） 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2015 三重学習センター 職員 住居届 住居届（平成27年度） 三重学習センター事務長 2016/4/1 3年（支給喪失から） 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2016 三重学習センター 職員 住居届 住居届（平成28年度） 三重学習センター事務長 2017/4/1 3年（支給喪失から） 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2012 三重学習センター 職員 扶養親族届 扶養親族届（平成24年度） 三重学習センター事務長 2013/4/1 3年（支給喪失から） 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2013 三重学習センター 職員 扶養親族届 扶養親族届（平成25年度） 三重学習センター事務長 2014/4/1 3年（支給喪失から） 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2014 三重学習センター 職員 扶養親族届 扶養親族届（平成26年度） 三重学習センター事務長 2015/4/1 3年（支給喪失から） 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
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2015 三重学習センター 職員 扶養親族届 扶養親族届（平成27年度） 三重学習センター事務長 2016/4/1 3年（支給喪失から） 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2016 三重学習センター 職員 扶養親族届 扶養親族届（平成28年度） 三重学習センター事務長 2017/4/1 3年（支給喪失から） 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2017 三重学習センター 職員 扶養親族届 扶養親族届（平成29年度） 三重学習センター事務長 2018/4/1 3年（支給喪失から） 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2018 三重学習センター 職員 扶養親族届 扶養親族届（平成30年度） 三重学習センター事務長 2019/4/1 3年（支給喪失から） 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2019 三重学習センター 職員 扶養親族届 扶養親族届（令和元年度） 三重学習センター事務長 2020/4/1 3年（支給喪失から） 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2016 三重学習センター 職員 兼業関係綴 兼業関係綴（平成28年度） 三重学習センター事務長 2017/4/1 3年（兼業終了後） 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2017 三重学習センター 職員 兼業関係綴 兼業関係綴（平成29年度） 三重学習センター事務長 2018/4/1 3年（兼業終了後） 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2018 三重学習センター 職員 兼業関係綴 兼業関係綴（平成30年度） 三重学習センター事務長 2019/4/1 3年（兼業終了後） 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2019 三重学習センター 職員 兼業関係綴 兼業関係綴（令和元年度） 三重学習センター事務長 2020/4/1 3年（支給喪失から） 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2017 三重学習センター 職員 研修関係綴 研修関係綴（平成29年度） 三重学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2018 三重学習センター 職員 研修関係綴 研修関係綴（平成30年度） 三重学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2019 三重学習センター 職員 研修関係綴 研修関係綴（令和元年度） 三重学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2017 三重学習センター 職員 社会保険関係綴 社会保険関係綴（平成29年度） 三重学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2018 三重学習センター 職員 社会保険関係綴 社会保険関係綴（平成30年度） 三重学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2019 三重学習センター 職員 社会保険関係綴 社会保険関係綴（令和元年度） 三重学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2015 三重学習センター 面接授業 面接授業関係綴 面接授業関係綴（平成27年度） 三重学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2016 三重学習センター 面接授業 面接授業関係綴 面接授業関係綴（平成28年度） 三重学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2017 三重学習センター 面接授業 面接授業関係綴 面接授業関係綴（平成29年度） 三重学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2018 三重学習センター 面接授業 面接授業関係綴 面接授業関係綴（平成30年度） 三重学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2019 三重学習センター 面接授業 面接授業関係綴 面接授業関係綴（令和元年度） 三重学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2015 三重学習センター 教務関係 教員免許状更新講習修了認定試験関係綴 教員免許状更新講習修了認定試験関係綴（平成27年度） 三重学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2016 三重学習センター 教務関係 教員免許状更新講習修了認定試験関係綴 教員免許状更新講習修了認定試験関係綴（平成28年度） 三重学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2017 三重学習センター 教務関係 教員免許状更新講習修了認定試験関係綴 教員免許状更新講習修了認定試験関係綴（平成29年度） 三重学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2018 三重学習センター 教務関係 教員免許状更新講習修了認定試験関係綴 教員免許状更新講習修了認定試験関係綴（平成30年度） 三重学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2019 三重学習センター 教務関係 教員免許状更新講習修了認定試験関係綴 教員免許状更新講習修了認定試験関係綴（令和元年度） 三重学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2015 三重学習センター 教務関係 卒業研究関係綴 卒業研究関係綴（平成27年度） 三重学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2016 三重学習センター 教務関係 卒業研究関係綴 卒業研究関係綴（平成28年度） 三重学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2017 三重学習センター 教務関係 卒業研究関係綴 卒業研究関係綴（平成29年度） 三重学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2018 三重学習センター 教務関係 卒業研究関係綴 卒業研究関係綴（平成30年度） 三重学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2019 三重学習センター 教務関係 卒業研究関係綴 卒業研究関係綴（令和元年度） 三重学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2015 三重学習センター 教務関係 フレンドリーアドバイス関係綴 フレンドリーアドバイス関係綴（平成27年度） 三重学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2016 三重学習センター 教務関係 フレンドリーアドバイス関係綴 フレンドリーアドバイス関係綴（平成28年度） 三重学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2017 三重学習センター 教務関係 フレンドリーアドバイス関係綴 フレンドリーアドバイス関係綴（平成29年度） 三重学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2018 三重学習センター 教務関係 フレンドリーアドバイス関係綴 フレンドリーアドバイス関係綴（平成30年度） 三重学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2019 三重学習センター 教務関係 フレンドリーアドバイス関係綴 フレンドリーアドバイス関係綴（2019年度） 三重学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2014 三重学習センター 学生関係 学生教育研究災害傷害保険関係綴 学生教育研究災害傷害保険関係綴（平成26年度） 三重学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2015 三重学習センター 学生関係 学生教育研究災害傷害保険関係綴 学生教育研究災害傷害保険関係綴（平成27年度） 三重学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2016 三重学習センター 学生関係 学生教育研究災害傷害保険関係綴 学生教育研究災害傷害保険関係綴（平成28年度） 三重学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2017 三重学習センター 学生関係 学生教育研究災害傷害保険関係綴 学生教育研究災害傷害保険関係綴（平成29年度） 三重学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2018 三重学習センター 学生関係 学生教育研究災害傷害保険関係綴 学生教育研究災害傷害保険関係綴（平成30年度） 三重学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2019 三重学習センター 学生関係 学生教育研究災害傷害保険関係綴 学生教育研究災害傷害保険関係綴（令和元年度） 三重学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2015 三重学習センター 学生関係 奨学金関係綴 奨学金関係綴（平成27年度） 三重学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2016 三重学習センター 学生関係 奨学金関係綴 奨学金関係綴（平成28年度） 三重学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2017 三重学習センター 学生関係 奨学金関係綴 奨学金関係綴（平成29年度） 三重学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2018 三重学習センター 学生関係 奨学金関係綴 奨学金関係綴（平成30年度） 三重学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2019 三重学習センター 学生関係 奨学金関係綴 奨学金関係綴（令和元年度） 三重学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2010 三重学習センター 学生関係 学生団体関係綴 学生団体関係綴（平成22年度） 三重学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2011 三重学習センター 学生関係 学生団体関係綴 学生団体関係綴（平成23年度） 三重学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2012 三重学習センター 学生関係 学生団体関係綴 学生団体関係綴（平成24年度） 三重学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2013 三重学習センター 学生関係 学生団体関係綴 学生団体関係綴（平成25年度） 三重学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2014 三重学習センター 学生関係 学生団体関係綴 学生団体関係綴（平成26年度） 三重学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2015 三重学習センター 学生関係 学生団体関係綴 学生団体関係綴（平成27年度） 三重学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2016 三重学習センター 学生関係 学生団体関係綴 学生団体関係綴（平成28年度） 三重学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2017 三重学習センター 学生関係 学生団体関係綴 学生団体関係綴（平成29年度） 三重学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2018 三重学習センター 学生関係 学生団体関係綴 学生団体関係綴（平成30年度） 三重学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2019 三重学習センター 学生関係 学生団体関係綴 学生団体関係綴（令和元年度） 三重学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2014 三重学習センター 学生関係 同窓会関係綴 同窓会関係綴（平成26年度） 三重学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2015 三重学習センター 学生関係 同窓会関係綴 同窓会関係綴（平成27年度） 三重学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2016 三重学習センター 学生関係 同窓会関係綴 同窓会関係綴（平成28年度） 三重学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2017 三重学習センター 学生関係 同窓会関係綴 同窓会関係綴（平成29年度） 三重学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2018 三重学習センター 学生関係 同窓会関係綴 同窓会関係綴（平成30年度） 三重学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2019 三重学習センター 学生関係 同窓会関係綴 同窓会関係綴（令和元年度） 三重学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2015 三重学習センター 学生関係 学生研修旅行関係綴 学生研修旅行関係綴（平成27年度） 三重学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2016 三重学習センター 学生関係 学生研修旅行関係綴 学生研修旅行関係綴（平成28年度） 三重学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2017 三重学習センター 学生関係 学生研修旅行関係綴 学生研修旅行関係綴（平成29年度） 三重学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2018 三重学習センター 学生関係 学生研修旅行関係綴 学生研修旅行関係綴（平成30年度） 三重学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2019 三重学習センター 学生関係 学生研修旅行関係綴 学生研修旅行関係綴（令和元年度） 三重学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2010 三重学習センター 学生関係 住所変更届綴 住所変更届綴（平成22年度） 三重学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2011 三重学習センター 学生関係 住所変更届綴 住所変更届綴（平成23年度） 三重学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
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2012 三重学習センター 学生関係 住所変更届綴 住所変更届綴（平成24年度） 三重学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2013 三重学習センター 学生関係 住所変更届綴 住所変更届綴（平成25年度） 三重学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2014 三重学習センター 学生関係 住所変更届綴 住所変更届綴（平成26年度） 三重学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2015 三重学習センター 学生関係 住所変更届綴 住所変更届綴（平成27年度） 三重学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2016 三重学習センター 学生関係 住所変更届綴 住所変更届綴（平成28年度） 三重学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2017 三重学習センター 学生関係 住所変更届綴 住所変更届綴（平成29年度） 三重学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2018 三重学習センター 学生関係 住所変更届綴 住所変更届綴（平成30年度） 三重学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2019 三重学習センター 学生関係 住所変更届綴 住所変更届綴（令和元年度） 三重学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2017 三重学習センター 証明書 各種証明書・交付願綴（台帳含む） 各種証明書・交付願綴（台帳含む）（平成29年度） 三重学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2018 三重学習センター 証明書 各種証明書・交付願綴（台帳含む） 各種証明書・交付願綴（台帳含む）（平成30年度） 三重学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2019 三重学習センター 証明書 各種証明書・交付願綴（台帳含む） 各種証明書・交付願綴（台帳含む）（令和元年度） 三重学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2017 三重学習センター 証明書 学割発行簿 学割発行簿（平成29年度） 三重学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2018 三重学習センター 証明書 学割発行簿 学割発行簿（平成30年度） 三重学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2019 三重学習センター 証明書 学割発行簿 学割発行簿（令和元年度） 三重学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2017 三重学習センター 証明書 学割証発行状況報告 学割証発行状況報告（平成29年度） 三重学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2018 三重学習センター 証明書 学割証発行状況報告 学割証発行状況報告（平成30年度） 三重学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2019 三重学習センター 証明書 学割証発行状況報告 学割証発行状況報告（令和元年度） 三重学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2015 三重学習センター 入試 大学院入試関係綴 大学院入試関係綴（平成27年度） 三重学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2016 三重学習センター 入試 大学院入試関係綴 大学院入試関係綴（平成28年度） 三重学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2017 三重学習センター 入試 大学院入試関係綴 大学院入試関係綴（平成29年度） 三重学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2018 三重学習センター 入試 大学院入試関係綴 大学院入試関係綴（平成30年度） 三重学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2019 三重学習センター 入試 大学院入試関係綴 大学院入試関係綴（令和元年度） 三重学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2015 三重学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験関係綴 単位認定試験関係綴（平成27年度） 三重学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2016 三重学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験関係綴 単位認定試験関係綴（平成28年度） 三重学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2017 三重学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験関係綴 単位認定試験関係綴（平成29年度） 三重学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2018 三重学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験関係綴 単位認定試験関係綴（平成30年度） 三重学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2019 三重学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験関係綴 単位認定試験関係綴（令和元年度） 三重学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2017 三重学習センター 図書・視聴 図書室等利用統計 図書室等利用統計（平成29年度） 三重学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2018 三重学習センター 図書・視聴 図書室等利用統計 図書室等利用統計（平成30年度） 三重学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2019 三重学習センター 図書・視聴 図書室等利用統計 図書室等利用統計（令和元年度） 三重学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2017 三重学習センター 図書・視聴 文献複写申込書 文献複写申込書（平成29年度） 三重学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2018 三重学習センター 図書・視聴 文献複写申込書 文献複写申込書（平成30年度） 三重学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2019 三重学習センター 図書・視聴 文献複写申込書 文献複写申込書（令和元年度） 三重学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2018 三重学習センター 図書・視聴 無線LAN利用申請書 無線LAN利用申請書（平成30年度） 三重学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2019 三重学習センター 図書・視聴 無線LAN利用申請書 無線LAN利用申請書（令和元年度） 三重学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2010 三重学習センター 会計 現金出納簿（諸証明、傷害保険料） 現金出納簿（諸証明、傷害保険料）（平成22年度） 三重学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2011 三重学習センター 会計 現金出納簿（諸証明、傷害保険料） 現金出納簿（諸証明、傷害保険料）（平成23年度） 三重学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2012 三重学習センター 会計 現金出納簿（諸証明、傷害保険料） 現金出納簿（諸証明、傷害保険料）（平成24年度） 三重学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2013 三重学習センター 会計 現金出納簿（諸証明、傷害保険料） 現金出納簿（諸証明、傷害保険料）（平成25年度） 三重学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2014 三重学習センター 会計 現金出納簿（諸証明、傷害保険料） 現金出納簿（諸証明、傷害保険料）（平成26年度） 三重学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2015 三重学習センター 会計 現金出納簿（諸証明、傷害保険料） 現金出納簿（諸証明、傷害保険料）（平成27年度） 三重学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2016 三重学習センター 会計 現金出納簿（諸証明、傷害保険料） 現金出納簿（諸証明、傷害保険料）（平成28年度） 三重学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2017 三重学習センター 会計 現金出納簿（諸証明、傷害保険料） 現金出納簿（諸証明、傷害保険料）（平成29年度） 三重学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2018 三重学習センター 会計 現金出納簿（諸証明、傷害保険料） 現金出納簿（諸証明、傷害保険料）（平成30年度） 三重学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2019 三重学習センター 会計 現金出納簿（諸証明、傷害保険料） 現金出納簿（諸証明、傷害保険料）（令和元年度） 三重学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2014 三重学習センター 会計 金種内訳表 金種内訳表（平成26年度） 三重学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2015 三重学習センター 会計 金種内訳表 金種内訳表（平成27年度） 三重学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2016 三重学習センター 会計 金種内訳表 金種内訳表（平成28年度） 三重学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2017 三重学習センター 会計 金種内訳表 金種内訳表（平成29年度） 三重学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2018 三重学習センター 会計 金種内訳表 金種内訳表（平成30年度） 三重学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2019 三重学習センター 会計 金種内訳表 金種内訳表（令和元年度） 三重学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2010 三重学習センター 会計 現金払込仕訳書 現金払込仕訳書（平成22年度） 三重学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2011 三重学習センター 会計 現金払込仕訳書 現金払込仕訳書（平成23年度） 三重学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2012 三重学習センター 会計 現金払込仕訳書 現金払込仕訳書（平成24年度） 三重学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2013 三重学習センター 会計 現金払込仕訳書 現金払込仕訳書（平成25年度） 三重学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2014 三重学習センター 会計 現金払込仕訳書 現金払込仕訳書（平成26年度） 三重学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2015 三重学習センター 会計 現金払込仕訳書 現金払込仕訳書（平成27年度） 三重学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2016 三重学習センター 会計 現金払込仕訳書 現金払込仕訳書（平成28年度） 三重学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2017 三重学習センター 会計 現金払込仕訳書 現金払込仕訳書（平成29年度） 三重学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2018 三重学習センター 会計 現金払込仕訳書 現金払込仕訳書（平成30年度） 三重学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2019 三重学習センター 会計 現金払込仕訳書 現金払込仕訳書（令和元年度） 三重学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2010 三重学習センター 会計 前渡資金要求書 前渡資金要求書（平成22年度） 三重学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2011 三重学習センター 会計 前渡資金要求書 前渡資金要求書（平成23年度） 三重学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2012 三重学習センター 会計 前渡資金要求書 前渡資金要求書（平成24年度） 三重学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2013 三重学習センター 会計 前渡資金要求書 前渡資金要求書（平成25年度） 三重学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2014 三重学習センター 会計 前渡資金要求書 前渡資金要求書（平成26年度） 三重学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2015 三重学習センター 会計 前渡資金要求書 前渡資金要求書（平成27年度） 三重学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2016 三重学習センター 会計 前渡資金要求書 前渡資金要求書（平成28年度） 三重学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2010 三重学習センター 会計 前渡資金出納簿 前渡資金出納簿（平成22年度） 三重学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
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2011 三重学習センター 会計 前渡資金出納簿 前渡資金出納簿（平成23年度） 三重学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2012 三重学習センター 会計 前渡資金出納簿 前渡資金出納簿（平成24年度） 三重学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2013 三重学習センター 会計 前渡資金出納簿 前渡資金出納簿（平成25年度） 三重学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2014 三重学習センター 会計 前渡資金出納簿 前渡資金出納簿（平成26年度） 三重学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2015 三重学習センター 会計 前渡資金出納簿 前渡資金出納簿（平成27年度） 三重学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2016 三重学習センター 会計 前渡資金出納簿 前渡資金出納簿（平成28年度） 三重学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2010 三重学習センター 会計 学校教育研究災害保険加入者出納簿 学校教育研究災害保険加入者出納簿（平成22年度） 三重学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2011 三重学習センター 会計 学校教育研究災害保険加入者出納簿 学校教育研究災害保険加入者出納簿（平成23年度） 三重学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2012 三重学習センター 会計 学校教育研究災害保険加入者出納簿 学校教育研究災害保険加入者出納簿（平成24年度） 三重学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2013 三重学習センター 会計 学校教育研究災害保険加入者出納簿 学校教育研究災害保険加入者出納簿（平成25年度） 三重学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2014 三重学習センター 会計 学校教育研究災害保険加入者出納簿 学校教育研究災害保険加入者出納簿（平成26年度） 三重学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2015 三重学習センター 会計 学校教育研究災害保険加入者出納簿 学校教育研究災害保険加入者出納簿（平成27年度） 三重学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2016 三重学習センター 会計 学校教育研究災害保険加入者出納簿 学校教育研究災害保険加入者出納簿（平成28年度） 三重学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2017 三重学習センター 会計 学校教育研究災害保険加入者出納簿 学校教育研究災害保険加入者出納簿（平成29年度） 三重学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2018 三重学習センター 会計 学校教育研究災害保険加入者出納簿 学校教育研究災害保険加入者出納簿（平成30年度） 三重学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2019 三重学習センター 会計 学校教育研究災害保険加入者出納簿 学校教育研究災害保険加入者出納簿（令和元年度） 三重学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2010 三重学習センター 会計 前渡資金・現金払込金資金集中関係綴 前渡資金・現金払込金資金集中関係綴（平成22年度） 三重学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2011 三重学習センター 会計 前渡資金・現金払込金資金集中関係綴 前渡資金・現金払込金資金集中関係綴（平成23年度） 三重学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2012 三重学習センター 会計 前渡資金・現金払込金資金集中関係綴 前渡資金・現金払込金資金集中関係綴（平成24年度） 三重学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2013 三重学習センター 会計 前渡資金・現金払込金資金集中関係綴 前渡資金・現金払込金資金集中関係綴（平成25年度） 三重学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2014 三重学習センター 会計 前渡資金・現金払込金資金集中関係綴 前渡資金・現金払込金資金集中関係綴（平成26年度） 三重学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2015 三重学習センター 会計 前渡資金・現金払込金資金集中関係綴 前渡資金・現金払込金資金集中関係綴（平成27年度） 三重学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2016 三重学習センター 会計 前渡資金・現金払込金資金集中関係綴 前渡資金・現金払込金資金集中関係綴（平成28年度） 三重学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2017 三重学習センター 会計 前渡資金・現金払込金資金集中関係綴 前渡資金・現金払込金資金集中関係綴（平成29年度） 三重学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2018 三重学習センター 会計 前渡資金・現金払込金資金集中関係綴 前渡資金・現金払込金資金集中関係綴（平成30年度） 三重学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2019 三重学習センター 会計 前渡資金・現金払込金資金集中関係綴 前渡資金・現金払込金資金集中関係綴（令和元年度） 三重学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2010 三重学習センター 会計 予算関係綴 予算関係綴（平成22年度） 三重学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2011 三重学習センター 会計 予算関係綴 予算関係綴（平成23年度） 三重学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2012 三重学習センター 会計 予算関係綴 予算関係綴（平成24年度） 三重学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2013 三重学習センター 会計 予算関係綴 予算関係綴（平成25年度） 三重学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2014 三重学習センター 会計 予算関係綴 予算関係綴（平成26年度） 三重学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2015 三重学習センター 会計 予算関係綴 予算関係綴（平成27年度） 三重学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2016 三重学習センター 会計 予算関係綴 予算関係綴（平成28年度） 三重学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2017 三重学習センター 会計 予算関係綴 予算関係綴（平成29年度） 三重学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2018 三重学習センター 会計 予算関係綴 予算関係綴（平成30年度） 三重学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2019 三重学習センター 会計 予算関係綴 予算関係綴（令和元年度） 三重学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2010 三重学習センター 会計 契約書類（宅配、郵便等） 契約書類（宅配、郵便等）（平成22年度） 三重学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2011 三重学習センター 会計 契約書類（宅配、郵便等） 契約書類（宅配、郵便等）（平成23年度） 三重学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2012 三重学習センター 会計 契約書類（宅配、郵便等） 契約書類（宅配、郵便等）（平成24年度） 三重学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2013 三重学習センター 会計 契約書類（宅配、郵便等） 契約書類（宅配、郵便等）（平成25年度） 三重学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2014 三重学習センター 会計 契約書類（宅配、郵便等） 契約書類（宅配、郵便等）（平成26年度） 三重学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2015 三重学習センター 会計 契約書類（宅配、郵便等） 契約書類（宅配、郵便等）（平成27年度） 三重学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2016 三重学習センター 会計 契約書類（宅配、郵便等） 契約書類（宅配、郵便等）（平成28年度） 三重学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2017 三重学習センター 会計 契約書類（宅配、郵便等） 契約書類（宅配、郵便等）（平成29年度） 三重学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2018 三重学習センター 会計 契約書類（宅配、郵便等） 契約書類（宅配、郵便等）（平成30年度） 三重学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2019 三重学習センター 会計 契約書類（宅配、郵便等） 契約書類（宅配、郵便等）（令和元年度） 三重学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2010 三重学習センター 会計 物品取得及び修繕通知書綴 物品取得及び修繕通知書綴（平成22年度） 三重学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2011 三重学習センター 会計 物品取得及び修繕通知書綴 物品取得及び修繕通知書綴（平成23年度） 三重学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2012 三重学習センター 会計 物品取得及び修繕通知書綴 物品取得及び修繕通知書綴（平成24年度） 三重学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2013 三重学習センター 会計 物品取得及び修繕通知書綴 物品取得及び修繕通知書綴（平成25年度） 三重学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2014 三重学習センター 会計 物品取得及び修繕通知書綴 物品取得及び修繕通知書綴（平成26年度） 三重学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2015 三重学習センター 会計 物品取得及び修繕通知書綴 物品取得及び修繕通知書綴（平成27年度） 三重学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2016 三重学習センター 会計 物品取得及び修繕通知書綴 物品取得及び修繕通知書綴（平成28年度） 三重学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2017 三重学習センター 会計 物品取得及び修繕通知書綴 物品取得及び修繕通知書綴（平成29年度） 三重学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2018 三重学習センター 会計 物品取得及び修繕通知書綴 物品取得及び修繕通知書綴（平成30年度） 三重学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2019 三重学習センター 会計 物品取得及び修繕通知書綴 物品取得及び修繕通知書綴（令和元年度） 三重学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2010 三重学習センター 会計 郵便切手受払簿 郵便切手受払簿（平成22年度） 三重学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2011 三重学習センター 会計 郵便切手受払簿 郵便切手受払簿（平成23年度） 三重学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2012 三重学習センター 会計 郵便切手受払簿 郵便切手受払簿（平成24年度） 三重学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2013 三重学習センター 会計 郵便切手受払簿 郵便切手受払簿（平成25年度） 三重学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2014 三重学習センター 会計 郵便切手受払簿 郵便切手等受払簿（平成26年度） 三重学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2015 三重学習センター 会計 郵便切手受払簿 郵便切手等受払簿（平成27年度） 三重学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2016 三重学習センター 会計 郵便切手受払簿 郵便切手等受払簿（平成28年度） 三重学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2017 三重学習センター 会計 郵便切手受払簿 郵便切手等受払簿（平成29年度） 三重学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2018 三重学習センター 会計 郵便切手受払簿 郵便切手等受払簿（平成30年度） 三重学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2019 三重学習センター 会計 郵便切手受払簿 郵便切手等受払簿（令和元年度） 三重学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2010 三重学習センター 会計 料金後納郵便控え 料金後納郵便控え（平成22年度） 三重学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2011 三重学習センター 会計 料金後納郵便控え 料金後納郵便控え（平成23年度） 三重学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2012 三重学習センター 会計 料金後納郵便控え 料金後納郵便控え（平成24年度） 三重学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
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2013 三重学習センター 会計 料金後納郵便控え 料金後納郵便控え（平成25年度） 三重学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2014 三重学習センター 会計 料金後納郵便控え 料金後納郵便控え（平成26年度） 三重学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2015 三重学習センター 会計 料金後納郵便控え 料金後納郵便控え（平成27年度） 三重学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2016 三重学習センター 会計 料金後納郵便控え 料金後納郵便控え（平成28年度） 三重学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2017 三重学習センター 会計 料金後納郵便控え 料金後納郵便控え（平成29年度） 三重学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2018 三重学習センター 会計 料金後納郵便控え 料金後納郵便控え（平成30年度） 三重学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2019 三重学習センター 会計 料金後納郵便控え 料金後納郵便控え（令和元年度） 三重学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2010 三重学習センター 会計 支払伝票綴 支払伝票綴（平成22年度） 三重学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2011 三重学習センター 会計 支払伝票綴 支払伝票綴（平成23年度） 三重学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2012 三重学習センター 会計 支払伝票綴 支払伝票綴（平成24年度） 三重学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2013 三重学習センター 会計 支払伝票綴 支払伝票綴（平成25年度） 三重学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2014 三重学習センター 会計 支払伝票綴 支払伝票綴（平成26年度） 三重学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2015 三重学習センター 会計 支払伝票綴 支払伝票綴（平成27年度） 三重学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2016 三重学習センター 会計 支払伝票綴 支払伝票綴（平成28年度） 三重学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2017 三重学習センター 会計 支払伝票綴 支払伝票綴（平成29年度） 三重学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2018 三重学習センター 会計 支払伝票綴 支払伝票綴（平成30年度） 三重学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2019 三重学習センター 会計 支払伝票綴 支払伝票綴（令和元年度） 三重学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2010 三重学習センター 会計 有料広告関係綴 有料広告関係綴（平成22年度） 三重学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2011 三重学習センター 会計 有料広告関係綴 有料広告関係綴（平成23年度） 三重学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2012 三重学習センター 会計 有料広告関係綴 有料広告関係綴（平成24年度） 三重学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2013 三重学習センター 会計 有料広告関係綴 有料広告関係綴（平成25年度） 三重学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2014 三重学習センター 会計 有料広告関係綴 有料広告関係綴（平成26年度） 三重学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2015 三重学習センター 会計 有料広告関係綴 有料広告関係綴（平成27年度） 三重学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2016 三重学習センター 会計 有料広告関係綴 有料広告関係綴（平成28年度） 三重学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2017 三重学習センター 会計 有料広告関係綴 有料広告関係綴（平成29年度） 三重学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2018 三重学習センター 会計 有料広告関係綴 有料広告関係綴（平成30年度） 三重学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2019 三重学習センター 会計 有料広告関係綴 有料広告関係綴（令和元年度） 三重学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2010 三重学習センター 会計 単位認定試験の賃金関係綴 単位認定試験の賃金関係綴（平成22年度） 三重学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2011 三重学習センター 会計 単位認定試験の賃金関係綴 単位認定試験の賃金関係綴（平成23年度） 三重学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2012 三重学習センター 会計 単位認定試験の賃金関係綴 単位認定試験の賃金関係綴（平成24年度） 三重学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2013 三重学習センター 会計 単位認定試験の賃金関係綴 単位認定試験の賃金関係綴（平成25年度） 三重学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2014 三重学習センター 会計 単位認定試験の賃金関係綴 単位認定試験の賃金関係綴（平成26年度） 三重学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2015 三重学習センター 会計 単位認定試験の賃金関係綴 単位認定試験の賃金関係綴（平成27年度） 三重学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2016 三重学習センター 会計 単位認定試験の賃金関係綴 単位認定試験の賃金関係綴（平成28年度） 三重学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2017 三重学習センター 会計 単位認定試験の賃金関係綴 単位認定試験の賃金関係綴（平成29年度） 三重学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2018 三重学習センター 会計 単位認定試験の賃金関係綴 単位認定試験の賃金関係綴（平成30年度） 三重学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2019 三重学習センター 会計 単位認定試験の賃金関係綴 単位認定試験の賃金関係綴（令和元年度） 三重学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2010 三重学習センター 会計 学生特別経費・面接授業賃金関係綴 学生特別経費・面接授業賃金関係綴（平成22年度） 三重学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2011 三重学習センター 会計 学生特別経費・面接授業賃金関係綴 学生特別経費・面接授業賃金関係綴（平成23年度） 三重学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2012 三重学習センター 会計 学生特別経費・面接授業賃金関係綴 学生特別経費・面接授業賃金関係綴（平成24年度） 三重学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2013 三重学習センター 会計 学生特別経費・面接授業賃金関係綴 学生特別経費・面接授業賃金関係綴（平成25年度） 三重学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2014 三重学習センター 会計 学生特別経費・面接授業賃金関係綴 学生特別経費・面接授業賃金関係綴（平成26年度） 三重学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2015 三重学習センター 会計 学生特別経費・面接授業賃金関係綴 学生特別経費・面接授業賃金関係綴（平成27年度） 三重学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2016 三重学習センター 会計 学生特別経費・面接授業賃金関係綴 学生特別経費・面接授業賃金関係綴（平成28年度） 三重学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2017 三重学習センター 会計 学生特別経費・面接授業賃金関係綴 学生特別経費・面接授業賃金関係綴（平成29年度） 三重学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2018 三重学習センター 会計 学生特別経費・面接授業賃金関係綴 学生特別経費・面接授業賃金関係綴（平成30年度） 三重学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2019 三重学習センター 会計 学生特別経費・面接授業賃金関係綴 学生特別経費・面接授業賃金関係綴（令和元年度） 三重学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2011 三重学習センター 会計 ＥＴＣ利用簿 ＥＴＣ利用簿（平成23年度） 三重学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2012 三重学習センター 会計 ＥＴＣ利用簿 ＥＴＣ利用簿（平成24年度） 三重学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2013 三重学習センター 会計 ＥＴＣ利用簿 ＥＴＣ利用簿（平成25年度） 三重学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2014 三重学習センター 会計 ＥＴＣ利用簿 ＥＴＣ利用簿（平成26年度） 三重学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2015 三重学習センター 会計 ＥＴＣ利用簿 ＥＴＣ利用簿（平成27年度） 三重学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2016 三重学習センター 会計 ＥＴＣ利用簿 ＥＴＣ利用簿（平成28年度） 三重学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2017 三重学習センター 会計 ＥＴＣ利用簿 ＥＴＣ利用簿（平成29年度） 三重学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2018 三重学習センター 会計 ＥＴＣ利用簿 ＥＴＣ利用簿（平成30年度） 三重学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2019 三重学習センター 会計 ＥＴＣ利用簿 ＥＴＣ利用簿（令和元年度） 三重学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2017 三重学習センター 会計 備品購入要望書 備品購入要望書（平成29年度） 三重学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2018 三重学習センター 会計 備品購入要望書 備品購入要望書（平成30年度） 三重学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
2019 三重学習センター 会計 備品購入要望書 備品購入要望書（令和元年度） 三重学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 三重学習センター 三重学習センター事務長 廃棄
1996 滋賀学習センター 式典 事務所開き関係 事務所開き関係（平成8年6月26日） 滋賀学習センター事務長 1997/4/1 無期限 紙 滋賀学習センター 滋賀学習センター事務長 総務担当 廃棄
1996 滋賀学習センター 式典 開所式関係 開所式関係（平成8年9月19日） 滋賀学習センター事務長 1997/4/1 無期限 紙 滋賀学習センター 滋賀学習センター事務長 総務担当 廃棄
1996 滋賀学習センター 式典 創設設備費 創設設備費 滋賀学習センター事務長 1997/4/1 無期限 紙 滋賀学習センター 滋賀学習センター事務長 総務担当 廃棄
2019 滋賀学習センター 広報 滋賀学習センター概要 滋賀学習センター概要（平成８～　　） 滋賀学習センター事務長 2020/4/1 無期限 紙 滋賀学習センター 滋賀学習センター事務長 教務担当 廃棄
2019 滋賀学習センター 広報 機関誌「樹滴」 機関誌「樹滴」（平成9年1月～　　） 滋賀学習センター事務長 2020/4/1 無期限 紙 滋賀学習センター 滋賀学習センター事務長 企画担当 廃棄
2019 滋賀学習センター 会計 口座開設等関係 口座開設等関係（平成8年度～　　） 滋賀学習センター事務長 2020/4/1 無期限 紙 滋賀学習センター 滋賀学習センター事務長 総務担当 廃棄
2015 滋賀学習センター 人事 客員教員・委嘱関係（任用等） 客員教員・委嘱関係（任用等）（平成27年度） 滋賀学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 滋賀学習センター 滋賀学習センター事務長 総務担当 廃棄
2015 滋賀学習センター 人事 人事異動関係（任用等） 人事異動関係（任用等）（平成27年度） 滋賀学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 滋賀学習センター 滋賀学習センター事務長 総務担当 廃棄
2016 滋賀学習センター 人事 人事異動関係（任用等） 人事異動関係（任用等）（平成28年度） 滋賀学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 滋賀学習センター 滋賀学習センター事務長 総務担当 廃棄
2017 滋賀学習センター 人事 人事異動関係（任用等） 人事異動関係（任用等）（平成29年度） 滋賀学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 滋賀学習センター 滋賀学習センター事務長 総務担当 廃棄
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2018 滋賀学習センター 人事 人事異動関係（任用等） 人事異動関係（任用等）（平成30年度） 滋賀学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 滋賀学習センター 滋賀学習センター事務長 総務担当 廃棄
2019 滋賀学習センター 人事 人事異動関係（任用等） 人事異動関係（任用等）（平成31年度） 滋賀学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 滋賀学習センター 滋賀学習センター事務長 総務担当 廃棄
2018 滋賀学習センター 人事 人事関係綴（社会保険関係等） 人事関係綴（社会保険関係等）（平成18年度～28年度） 滋賀学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 滋賀学習センター 滋賀学習センター事務長 総務担当 廃棄
2019 滋賀学習センター 人事 人事関係綴（社会保険関係等） 人事関係綴（社会保険関係等）（平成29年度～    ） 滋賀学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 滋賀学習センター 滋賀学習センター事務長 総務担当 廃棄
2019 滋賀学習センター 人事 人事関係綴（諸手当関係） 人事関係綴（諸手当関係）（平成17年度～　　） 滋賀学習センター事務長 2020/4/1 3年（支給喪失から） 紙 滋賀学習センター 滋賀学習センター事務長 総務担当 廃棄
2015 滋賀学習センター 広報 機関誌「樹滴」発行関係 機関誌「樹滴」発行関係（27年度） 滋賀学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 滋賀学習センター 滋賀学習センター事務長 企画担当 廃棄
2016 滋賀学習センター 広報 機関誌「樹滴」発行関係 機関誌「樹滴」発行関係（28年度） 滋賀学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 滋賀学習センター 滋賀学習センター事務長 企画担当 廃棄
2017 滋賀学習センター 広報 機関誌「樹滴」発行関係 機関誌「樹滴」発行関係（29年度） 滋賀学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 滋賀学習センター 滋賀学習センター事務長 企画担当 廃棄
2018 滋賀学習センター 広報 機関誌「樹滴」発行関係 機関誌「樹滴」発行関係（30年度） 滋賀学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 滋賀学習センター 滋賀学習センター事務長 企画担当 廃棄
2019 滋賀学習センター 広報 機関誌「樹滴」発行関係 機関誌「樹滴」発行関係（31年度） 滋賀学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 滋賀学習センター 滋賀学習センター事務長 企画担当 廃棄
2010 滋賀学習センター 広報 入学者の集い 入学者の集い（平成22年度） 滋賀学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 滋賀学習センター 滋賀学習センター事務長 企画担当 廃棄
2012 滋賀学習センター 広報 入学者の集い 入学者の集い（平成24年度） 滋賀学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 滋賀学習センター 滋賀学習センター事務長 企画担当 廃棄
2013 滋賀学習センター 広報 入学者の集い 入学者の集い（平成25年度） 滋賀学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 滋賀学習センター 滋賀学習センター事務長 企画担当 廃棄
2014 滋賀学習センター 広報 入学者の集い 入学者の集い（平成26年度） 滋賀学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 滋賀学習センター 滋賀学習センター事務長 企画担当 廃棄
2015 滋賀学習センター 広報 入学者の集い 入学者の集い（平成27年度） 滋賀学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 滋賀学習センター 滋賀学習センター事務長 企画担当 廃棄
2016 滋賀学習センター 広報 入学者の集い 入学者の集い（平成28年度） 滋賀学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 滋賀学習センター 滋賀学習センター事務長 企画担当 廃棄
2017 滋賀学習センター 広報 入学者の集い 入学者の集い（平成29年度） 滋賀学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 滋賀学習センター 滋賀学習センター事務長 企画担当 廃棄
2018 滋賀学習センター 広報 入学者の集い 入学者の集い（平成30年度） 滋賀学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 滋賀学習センター 滋賀学習センター事務長 企画担当 廃棄
2019 滋賀学習センター 広報 入学者の集い 入学者の集い（平成31年度） 滋賀学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 滋賀学習センター 滋賀学習センター事務長 企画担当 廃棄
2015 滋賀学習センター 広報 公開講演会 公開講演会・地域巡回教育講座（平成27年度） 滋賀学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 滋賀学習センター 滋賀学習センター事務長 企画担当 廃棄
2016 滋賀学習センター 広報 公開講演会 公開講演会・地域巡回教育講座（平成28年度） 滋賀学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 滋賀学習センター 滋賀学習センター事務長 企画担当 廃棄
2017 滋賀学習センター 広報 公開講演会 公開講演会（平成29年度） 滋賀学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 滋賀学習センター 滋賀学習センター事務長 企画担当 廃棄
2018 滋賀学習センター 広報 公開講演会 公開講演会（平成30年度） 滋賀学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 滋賀学習センター 滋賀学習センター事務長 企画担当 廃棄
2019 滋賀学習センター 広報 公開講演会 公開講演会（平成31年度） 滋賀学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 滋賀学習センター 滋賀学習センター事務長 企画担当 廃棄
2015 滋賀学習センター 広報 広報関係（有料広告）綴 広報関係（有料広告）綴（27年度） 滋賀学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 滋賀学習センター 滋賀学習センター事務長 企画担当 廃棄
2016 滋賀学習センター 広報 広報関係（有料広告）綴 広報関係（有料広告）綴（28年度） 滋賀学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 滋賀学習センター 滋賀学習センター事務長 企画担当 廃棄
2017 滋賀学習センター 広報 広報関係（有料広告）綴 広報関係（有料広告）綴（29年度） 滋賀学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 滋賀学習センター 滋賀学習センター事務長 企画担当 廃棄
2018 滋賀学習センター 広報 広報関係（有料広告）綴 広報関係（有料広告）綴（30年度） 滋賀学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 滋賀学習センター 滋賀学習センター事務長 企画担当 廃棄
2019 滋賀学習センター 広報 広報関係（有料広告）綴 広報関係（有料広告）綴（31年度） 滋賀学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 滋賀学習センター 滋賀学習センター事務長 企画担当 廃棄
2015 滋賀学習センター 広報 ポスター・リーフレット送付先リスト ポスター・リーフレット送付先リスト（平成27年度） 滋賀学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 滋賀学習センター 滋賀学習センター事務長 企画担当 廃棄
2016 滋賀学習センター 広報 ポスター・リーフレット送付先リスト ポスター・リーフレット送付先リスト（平成28年度） 滋賀学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 滋賀学習センター 滋賀学習センター事務長 企画担当 廃棄
2017 滋賀学習センター 広報 ポスター・リーフレット送付先リスト ポスター・リーフレット送付先リスト（平成29年度） 滋賀学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 滋賀学習センター 滋賀学習センター事務長 企画担当 廃棄
2018 滋賀学習センター 広報 ポスター・リーフレット送付先リスト ポスター・リーフレット送付先リスト（平成30年度） 滋賀学習センター事務長 2019/4/1 5年 2029/3/31 紙 滋賀学習センター 滋賀学習センター事務長 企画担当 廃棄
2019 滋賀学習センター 広報 ポスター・リーフレット送付先リスト ポスター・リーフレット送付先リスト（平成31年度） 滋賀学習センター事務長 2020/4/1 5年 2030/3/31 紙 滋賀学習センター 滋賀学習センター事務長 企画担当 廃棄
2015 滋賀学習センター 庶務 文書ファイル管理簿等 文書ファイル管理簿等（平成27年度） 滋賀学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 滋賀学習センター 滋賀学習センター事務長 総務担当 廃棄
2016 滋賀学習センター 庶務 文書ファイル管理簿等 文書ファイル管理簿等（平成28年度） 滋賀学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 滋賀学習センター 滋賀学習センター事務長 総務担当 廃棄
2017 滋賀学習センター 庶務 文書ファイル管理簿等 文書ファイル管理簿等（平成29年度） 滋賀学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 滋賀学習センター 滋賀学習センター事務長 総務担当 廃棄
2018 滋賀学習センター 庶務 文書ファイル管理簿等 文書ファイル管理簿等（平成30年度） 滋賀学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 滋賀学習センター 滋賀学習センター事務長 総務担当 廃棄
2019 滋賀学習センター 庶務 文書ファイル管理簿等 文書ファイル管理簿等（平成31年度） 滋賀学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 滋賀学習センター 滋賀学習センター事務長 総務担当 廃棄
2010 滋賀学習センター 庶務 旅行命令・依頼簿等 旅行命令・依頼簿等（平成22年度） 滋賀学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 滋賀学習センター 滋賀学習センター事務長 総務担当 廃棄
2011 滋賀学習センター 庶務 旅行命令・依頼簿等 旅行命令・依頼簿等（平成23年度） 滋賀学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 滋賀学習センター 滋賀学習センター事務長 総務担当 廃棄
2012 滋賀学習センター 庶務 旅行命令・依頼簿等 旅行命令・依頼簿等（平成24年度） 滋賀学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 滋賀学習センター 滋賀学習センター事務長 総務担当 廃棄
2013 滋賀学習センター 庶務 旅行命令・依頼簿等 旅行命令・依頼簿等（平成25年度） 滋賀学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 滋賀学習センター 滋賀学習センター事務長 総務担当 廃棄
2014 滋賀学習センター 庶務 旅行命令・依頼簿等 旅行命令・依頼簿等（平成26年度） 滋賀学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 滋賀学習センター 滋賀学習センター事務長 総務担当 廃棄
2015 滋賀学習センター 庶務 旅行命令・依頼簿等 旅行命令・依頼簿等（平成27年度） 滋賀学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 滋賀学習センター 滋賀学習センター事務長 総務担当 廃棄
2016 滋賀学習センター 庶務 旅行命令・依頼簿等 旅行命令・依頼簿等（平成28年度） 滋賀学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 滋賀学習センター 滋賀学習センター事務長 総務担当 廃棄
2017 滋賀学習センター 庶務 旅行命令・依頼簿等 旅行命令・依頼簿等（平成29年度） 滋賀学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 滋賀学習センター 滋賀学習センター事務長 総務担当 廃棄
2018 滋賀学習センター 庶務 旅行命令・依頼簿等 旅行命令・依頼簿等（平成30年度） 滋賀学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 滋賀学習センター 滋賀学習センター事務長 総務担当 廃棄
2019 滋賀学習センター 庶務 旅行命令・依頼簿等 旅行命令・依頼簿等（平成31年度） 滋賀学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 滋賀学習センター 滋賀学習センター事務長 総務担当 廃棄
2011 滋賀学習センター 庶務 レンタカー業務使用許可申請書 レンタカー業務使用許可申請書（平成23年度） 滋賀学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 滋賀学習センター 滋賀学習センター事務長 総務担当 廃棄
2012 滋賀学習センター 庶務 レンタカー業務使用許可申請書 レンタカー業務使用許可申請書（平成24年度） 滋賀学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 滋賀学習センター 滋賀学習センター事務長 総務担当 廃棄
2013 滋賀学習センター 庶務 レンタカー業務使用許可申請書 レンタカー業務使用許可申請書（平成25年度） 滋賀学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 滋賀学習センター 滋賀学習センター事務長 総務担当 廃棄
2014 滋賀学習センター 庶務 レンタカー業務使用許可申請書 レンタカー業務使用許可申請書（平成26年度） 滋賀学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 滋賀学習センター 滋賀学習センター事務長 総務担当 廃棄
2015 滋賀学習センター 庶務 レンタカー業務使用許可申請書 レンタカー業務使用許可申請書（平成27年度） 滋賀学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 滋賀学習センター 滋賀学習センター事務長 総務担当 廃棄
2016 滋賀学習センター 庶務 レンタカー業務使用許可申請書 レンタカー業務使用許可申請書（平成28年度） 滋賀学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 滋賀学習センター 滋賀学習センター事務長 総務担当 廃棄
2017 滋賀学習センター 庶務 レンタカー業務使用許可申請書 レンタカー業務使用許可申請書（平成29年度） 滋賀学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 滋賀学習センター 滋賀学習センター事務長 総務担当 廃棄
2018 滋賀学習センター 庶務 レンタカー業務使用許可申請書 レンタカー業務使用許可申請書（平成30年度） 滋賀学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 滋賀学習センター 滋賀学習センター事務長 総務担当 廃棄
2019 滋賀学習センター 庶務 レンタカー業務使用許可申請書 レンタカー業務使用許可申請書（平成31年度） 滋賀学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 滋賀学習センター 滋賀学習センター事務長 総務担当 廃棄
2010 滋賀学習センター 庶務 出張命令復命書 出張命令復命書（平成22年度） 滋賀学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 滋賀学習センター 滋賀学習センター事務長 総務担当 廃棄
2011 滋賀学習センター 庶務 出張命令復命書 出張命令復命書（平成23年度） 滋賀学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 滋賀学習センター 滋賀学習センター事務長 総務担当 廃棄
2012 滋賀学習センター 庶務 出張命令復命書 出張命令復命書（平成24年度） 滋賀学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 滋賀学習センター 滋賀学習センター事務長 総務担当 廃棄
2013 滋賀学習センター 庶務 出張命令復命書 出張命令復命書（平成25年度） 滋賀学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 滋賀学習センター 滋賀学習センター事務長 総務担当 廃棄
2014 滋賀学習センター 庶務 出張命令復命書 出張命令復命書（平成26年度） 滋賀学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 滋賀学習センター 滋賀学習センター事務長 総務担当 廃棄
2015 滋賀学習センター 庶務 出張命令復命書 出張命令復命書（平成27年度） 滋賀学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 滋賀学習センター 滋賀学習センター事務長 総務担当 廃棄
2016 滋賀学習センター 庶務 出張命令復命書 出張命令復命書（平成28年度） 滋賀学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 滋賀学習センター 滋賀学習センター事務長 総務担当 廃棄
2017 滋賀学習センター 庶務 出張命令復命書 出張命令復命書（平成29年度） 滋賀学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 滋賀学習センター 滋賀学習センター事務長 総務担当 廃棄
2018 滋賀学習センター 庶務 出張命令復命書 出張命令復命書（平成30年度） 滋賀学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 滋賀学習センター 滋賀学習センター事務長 総務担当 廃棄
2019 滋賀学習センター 庶務 出張命令復命書 出張命令復命書（平成31年度） 滋賀学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 滋賀学習センター 滋賀学習センター事務長 総務担当 廃棄
2019 滋賀学習センター 庶務 公印使用記録簿 公印使用記録簿（平成25年度～　　） 滋賀学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 滋賀学習センター 滋賀学習センター事務長 廃棄
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措置結果
2017 滋賀学習センター 職員 休暇簿 休暇簿（29年度） 滋賀学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 滋賀学習センター 滋賀学習センター事務長 総務担当 廃棄
2018 滋賀学習センター 職員 休暇簿 休暇簿（30年度） 滋賀学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 滋賀学習センター 滋賀学習センター事務長 総務担当 廃棄
2019 滋賀学習センター 職員 休暇簿 休暇簿（31年度） 滋賀学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 滋賀学習センター 滋賀学習センター事務長 総務担当 廃棄
2017 滋賀学習センター 職員 出勤簿 出勤簿（29年度） 滋賀学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 滋賀学習センター 滋賀学習センター事務長 総務担当 廃棄
2018 滋賀学習センター 職員 出勤簿 出勤簿（30年度） 滋賀学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 滋賀学習センター 滋賀学習センター事務長 総務担当 廃棄
2019 滋賀学習センター 職員 出勤簿 出勤簿（31年度） 滋賀学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 滋賀学習センター 滋賀学習センター事務長 総務担当 廃棄
2019 滋賀学習センター 職員 勤務時間報告書関係綴 勤務時間報告書関係綴（平成28年度～31年度） 滋賀学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 滋賀学習センター 滋賀学習センター事務長 総務担当・教務担当 廃棄
2015 滋賀学習センター 教務関係 単位認定試験関係 単位認定試験関係（平成２７年度）１学期 滋賀学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 滋賀学習センター 滋賀学習センター事務長 教務担当 廃棄
2015 滋賀学習センター 教務関係 単位認定試験関係 単位認定試験関係（平成２７年度）２学期 滋賀学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 滋賀学習センター 滋賀学習センター事務長 教務担当 廃棄
2016 滋賀学習センター 教務関係 単位認定試験関係 単位認定試験関係（平成28年度）1学期 滋賀学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 滋賀学習センター 滋賀学習センター事務長 教務担当 廃棄
2016 滋賀学習センター 教務関係 単位認定試験関係 単位認定試験関係（平成28年度）2学期 滋賀学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 滋賀学習センター 滋賀学習センター事務長 教務担当 廃棄
2017 滋賀学習センター 教務関係 単位認定試験関係 単位認定試験関係（平成29年度）1学期 滋賀学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 滋賀学習センター 滋賀学習センター事務長 教務担当 廃棄
2017 滋賀学習センター 教務関係 単位認定試験関係 単位認定試験関係（平成29年度）2学期 滋賀学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 滋賀学習センター 滋賀学習センター事務長 教務担当 廃棄
2018 滋賀学習センター 教務関係 単位認定試験関係 単位認定試験関係（平成30年度）1学期 滋賀学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 滋賀学習センター 滋賀学習センター事務長 教務担当 廃棄
2018 滋賀学習センター 教務関係 単位認定試験関係 単位認定試験関係（平成30年度）2学期 滋賀学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 滋賀学習センター 滋賀学習センター事務長 教務担当 廃棄
2019 滋賀学習センター 教務関係 単位認定試験関係 単位認定試験関係（平成31年度）1学期 滋賀学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 滋賀学習センター 滋賀学習センター事務長 教務担当 廃棄
2019 滋賀学習センター 教務関係 単位認定試験関係 単位認定試験関係（平成31年度）2学期 滋賀学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 滋賀学習センター 滋賀学習センター事務長 教務担当 廃棄
2015 滋賀学習センター 教務関係 単位認定試験受験者名簿 単位認定試験受験者名簿（平成２7年度１・２学期） 滋賀学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 滋賀学習センター 滋賀学習センター事務長 教務担当 廃棄
2016 滋賀学習センター 教務関係 単位認定試験受験者名簿 単位認定試験受験者名簿（平成28年度1・2学期） 滋賀学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 滋賀学習センター 滋賀学習センター事務長 教務担当 廃棄
2017 滋賀学習センター 教務関係 単位認定試験受験者名簿 単位認定試験受験者名簿（平成29年度1・2学期） 滋賀学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 滋賀学習センター 滋賀学習センター事務長 教務担当 廃棄
2018 滋賀学習センター 教務関係 単位認定試験受験者名簿 単位認定試験受験者名簿（平成30年度1・2学期） 滋賀学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 滋賀学習センター 滋賀学習センター事務長 教務担当 廃棄
2019 滋賀学習センター 教務関係 単位認定試験受験者名簿 単位認定試験受験者名簿（平成31年度1・2学期） 滋賀学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 滋賀学習センター 滋賀学習センター事務長 教務担当 廃棄
2015 滋賀学習センター 教務関係 単位認定試験データ 単位認定試験データ（平成２7年度１・２学期） 滋賀学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 滋賀学習センター 滋賀学習センター事務長 教務担当 廃棄
2016 滋賀学習センター 教務関係 単位認定試験データ 単位認定試験データ（平成28年度１・２学期） 滋賀学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 滋賀学習センター 滋賀学習センター事務長 教務担当 廃棄
2017 滋賀学習センター 教務関係 単位認定試験データ 単位認定試験データ（平成29年度１・２学期） 滋賀学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 滋賀学習センター 滋賀学習センター事務長 教務担当 廃棄
2018 滋賀学習センター 教務関係 単位認定試験データ 単位認定試験データ（平成30年度１・２学期） 滋賀学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 滋賀学習センター 滋賀学習センター事務長 教務担当 廃棄
2019 滋賀学習センター 教務関係 単位認定試験データ 単位認定試験データ（平成31年度１・２学期） 滋賀学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 滋賀学習センター 滋賀学習センター事務長 教務担当 廃棄
2015 滋賀学習センター 教務関係 教員免許更新講習修了認定試験関係綴 教員免許更新講習修了認定試験関係綴（平成２３年度～平成２７年度） 滋賀学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 滋賀学習センター 滋賀学習センター事務長 教務担当 廃棄
2016 滋賀学習センター 教務関係 教員免許更新講習修了認定試験関係綴 教員免許更新講習修了認定試験関係綴（平成28年度） 滋賀学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 滋賀学習センター 滋賀学習センター事務長 教務担当 廃棄
2017 滋賀学習センター 教務関係 教員免許更新講習修了認定試験関係綴 教員免許更新講習修了認定試験関係綴（平成29年度） 滋賀学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 滋賀学習センター 滋賀学習センター事務長 教務担当 廃棄
2018 滋賀学習センター 教務関係 教員免許更新講習修了認定試験関係綴 教員免許更新講習修了認定試験関係綴（平成30年度） 滋賀学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 滋賀学習センター 滋賀学習センター事務長 教務担当 廃棄
2019 滋賀学習センター 教務関係 教員免許更新講習修了認定試験関係綴 教員免許更新講習修了認定試験関係綴（平成31年度） 滋賀学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 滋賀学習センター 滋賀学習センター事務長 教務担当 廃棄
2015 滋賀学習センター 教務関係 夏季集中（看護師科目）単位認定試験関係綴 夏季集中（看護師科目）単位認定試験関係綴（平成２１年度～平成２７年度） 滋賀学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 滋賀学習センター 滋賀学習センター事務長 教務担当 廃棄
2016 滋賀学習センター 教務関係 夏季集中（看護師科目）単位認定試験関係綴 夏季集中（看護師科目）単位認定試験関係綴（平成28年度） 滋賀学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 滋賀学習センター 滋賀学習センター事務長 教務担当 廃棄
2017 滋賀学習センター 教務関係 夏季集中（看護師科目）単位認定試験関係綴 夏季集中（看護師科目）単位認定試験関係綴（平成29年度） 滋賀学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 滋賀学習センター 滋賀学習センター事務長 教務担当 廃棄
2018 滋賀学習センター 教務関係 夏季集中（看護師科目）単位認定試験関係綴 夏季集中（看護師科目）単位認定試験関係綴（平成30年度） 滋賀学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 滋賀学習センター 滋賀学習センター事務長 教務担当 廃棄
2019 滋賀学習センター 教務関係 夏季集中（看護師科目）単位認定試験関係綴 夏季集中（看護師科目）単位認定試験関係綴（平成31年度） 滋賀学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 滋賀学習センター 滋賀学習センター事務長 教務担当 廃棄
2015 滋賀学習センター 面接授業 面接授業 面接授業（平成２７年度１学期） 滋賀学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 滋賀学習センター 滋賀学習センター事務長 教務担当 廃棄
2015 滋賀学習センター 面接授業 面接授業 面接授業（平成２７年度２学期） 滋賀学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 滋賀学習センター 滋賀学習センター事務長 教務担当 廃棄
2016 滋賀学習センター 面接授業 面接授業 面接授業（平成28年度1学期） 滋賀学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 滋賀学習センター 滋賀学習センター事務長 教務担当 廃棄
2016 滋賀学習センター 面接授業 面接授業 面接授業（平成28年度２学期） 滋賀学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 滋賀学習センター 滋賀学習センター事務長 教務担当 廃棄
2017 滋賀学習センター 面接授業 面接授業 面接授業（平成29年度1学期） 滋賀学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 滋賀学習センター 滋賀学習センター事務長 教務担当 廃棄
2017 滋賀学習センター 面接授業 面接授業 面接授業（平成29年度２学期） 滋賀学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 滋賀学習センター 滋賀学習センター事務長 教務担当 廃棄
2018 滋賀学習センター 面接授業 面接授業 面接授業（平成30年度1学期） 滋賀学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 滋賀学習センター 滋賀学習センター事務長 教務担当 廃棄
2018 滋賀学習センター 面接授業 面接授業 面接授業（平成30年度２学期） 滋賀学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 滋賀学習センター 滋賀学習センター事務長 教務担当 廃棄
2019 滋賀学習センター 面接授業 面接授業 面接授業（平成31年度1学期） 滋賀学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 滋賀学習センター 滋賀学習センター事務長 教務担当 廃棄
2019 滋賀学習センター 面接授業 面接授業 面接授業（平成31年度２学期） 滋賀学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 滋賀学習センター 滋賀学習センター事務長 教務担当 廃棄
2014 滋賀学習センター 学生関係 学生教育研究災害傷害保険関係綴 学生教育研究災害傷害保険関係綴（平成８年度～２６年度） 滋賀学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 滋賀学習センター 滋賀学習センター事務長 教務担当 廃棄
2018 滋賀学習センター 学生関係 学生教育研究災害傷害保険関係綴 学生教育研究災害傷害保険関係綴（平成27年度～29年度） 滋賀学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 滋賀学習センター 滋賀学習センター事務長 教務担当 廃棄
2018 滋賀学習センター 学生関係 学生教育研究災害傷害保険関係綴 学生教育研究災害傷害保険関係綴（平成30年度） 滋賀学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 滋賀学習センター 滋賀学習センター事務長 教務担当 廃棄
2019 滋賀学習センター 学生関係 学生教育研究災害傷害保険関係綴 学生教育研究災害傷害保険関係綴（平成31年度） 滋賀学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 滋賀学習センター 滋賀学習センター事務長 教務担当 廃棄
2015 滋賀学習センター 学生関係 教養学部証明書発行台帳 教養学部証明書発行台帳（平成27年度） 滋賀学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 滋賀学習センター 滋賀学習センター事務長 教務担当 廃棄
2016 滋賀学習センター 学生関係 教養学部証明書発行台帳 教養学部証明書発行台帳（平成28年度） 滋賀学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 滋賀学習センター 滋賀学習センター事務長 教務担当 廃棄
2017 滋賀学習センター 学生関係 教養学部証明書発行台帳 教養学部証明書発行台帳（平成29年度） 滋賀学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 滋賀学習センター 滋賀学習センター事務長 教務担当 廃棄
2018 滋賀学習センター 学生関係 教養学部証明書発行台帳 教養学部証明書発行台帳（平成30年度） 滋賀学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 滋賀学習センター 滋賀学習センター事務長 教務担当 廃棄
2019 滋賀学習センター 学生関係 教養学部証明書発行台帳 教養学部証明書発行台帳（平成31年度） 滋賀学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 滋賀学習センター 滋賀学習センター事務長 教務担当 廃棄
2010 滋賀学習センター 証明書 証明書発行手数料関係 証明書発行手数料領収証書　教養学部（平成２１～２２年度） 滋賀学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 滋賀学習センター 滋賀学習センター事務長 総務担当 廃棄
2012 滋賀学習センター 証明書 証明書発行手数料関係 証明書発行手数料領収証書　教養学部（平成２３～２４年度） 滋賀学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 滋賀学習センター 滋賀学習センター事務長 総務担当 廃棄
2015 滋賀学習センター 証明書 証明書発行手数料関係 証明書発行手数料領収証書　教養学部（平成２５～２７年度） 滋賀学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 滋賀学習センター 滋賀学習センター事務長 総務担当 廃棄
2016 滋賀学習センター 証明書 証明書発行手数料関係 証明書発行手数料領収証書　教養学部（平成２８年度） 滋賀学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 滋賀学習センター 滋賀学習センター事務長 総務担当 廃棄
2016 滋賀学習センター 証明書 証明書発行手数料関係 証明書発行手数料領収証書　大学院（平成14～２８年度） 滋賀学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 滋賀学習センター 滋賀学習センター事務長 総務担当 廃棄
2017 滋賀学習センター 証明書 証明書発行手数料関係 証明書発行手数料領収証書（平成29年度） 滋賀学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 滋賀学習センター 滋賀学習センター事務長 総務担当 廃棄
2018 滋賀学習センター 証明書 証明書発行手数料関係 証明書発行手数料領収証書（平成30年度） 滋賀学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 滋賀学習センター 滋賀学習センター事務長 総務担当 廃棄
2019 滋賀学習センター 証明書 証明書発行手数料関係 証明書発行手数料領収証書（平成31年度） 滋賀学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 滋賀学習センター 滋賀学習センター事務長 総務担当 廃棄
2010 滋賀学習センター 会計 前渡資金関係綴 前渡資金関係綴（平成22年度）　１．２．３ 滋賀学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 滋賀学習センター 滋賀学習センター事務長 総務担当 廃棄
2011 滋賀学習センター 会計 前渡資金関係綴 前渡資金関係綴（平成23年度）　１．２ 滋賀学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 滋賀学習センター 滋賀学習センター事務長 総務担当 廃棄
2012 滋賀学習センター 会計 支払伝票 支払伝票（庁費）平成24年度 滋賀学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 滋賀学習センター 滋賀学習センター事務長 総務担当 廃棄
2013 滋賀学習センター 会計 支払伝票 支払伝票（庁費）平成25年度 滋賀学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 滋賀学習センター 滋賀学習センター事務長 総務担当 廃棄
2014 滋賀学習センター 会計 支払伝票 支払伝票（庁費）平成26年度 滋賀学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 滋賀学習センター 滋賀学習センター事務長 総務担当 廃棄
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2015 滋賀学習センター 会計 支払伝票 支払伝票（庁費）平成27年度 滋賀学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 滋賀学習センター 滋賀学習センター事務長 総務担当 廃棄
2016 滋賀学習センター 会計 支払伝票 支払伝票（庁費）平成28年度 滋賀学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 滋賀学習センター 滋賀学習センター事務長 総務担当 廃棄
2017 滋賀学習センター 会計 支払伝票 支払伝票（庁費）平成29年度 滋賀学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 滋賀学習センター 滋賀学習センター事務長 総務担当 廃棄
2018 滋賀学習センター 会計 支払伝票 支払伝票（庁費）平成30年度 滋賀学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 滋賀学習センター 滋賀学習センター事務長 総務担当 廃棄
2019 滋賀学習センター 会計 支払伝票 支払伝票（庁費）平成31年度 滋賀学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 滋賀学習センター 滋賀学習センター事務長 総務担当 廃棄
2012 滋賀学習センター 会計 支払伝票 支払伝票（旅費）平成24年度 滋賀学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 滋賀学習センター 滋賀学習センター事務長 総務担当 廃棄
2013 滋賀学習センター 会計 支払伝票 支払伝票（旅費）平成25年度 滋賀学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 滋賀学習センター 滋賀学習センター事務長 総務担当 廃棄
2014 滋賀学習センター 会計 支払伝票 支払伝票（旅費）平成26年度 滋賀学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 滋賀学習センター 滋賀学習センター事務長 総務担当 廃棄
2015 滋賀学習センター 会計 支払伝票 支払伝票（旅費）平成27年度 滋賀学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 滋賀学習センター 滋賀学習センター事務長 総務担当 廃棄
2016 滋賀学習センター 会計 支払伝票 支払伝票（旅費）平成28年度 滋賀学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 滋賀学習センター 滋賀学習センター事務長 総務担当 廃棄
2017 滋賀学習センター 会計 支払伝票 支払伝票（旅費）平成29年度 滋賀学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 滋賀学習センター 滋賀学習センター事務長 総務担当 廃棄
2018 滋賀学習センター 会計 支払伝票 支払伝票（旅費）平成30年度 滋賀学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 滋賀学習センター 滋賀学習センター事務長 総務担当 廃棄
2019 滋賀学習センター 会計 支払伝票 支払伝票（旅費）平成31年度 滋賀学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 滋賀学習センター 滋賀学習センター事務長 総務担当 廃棄
2012 滋賀学習センター 会計 収入金関係 収入金関係（平成24年度） 滋賀学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 滋賀学習センター 滋賀学習センター事務長 総務担当 廃棄
2013 滋賀学習センター 会計 収入金関係 収入金関係（平成25年度） 滋賀学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 滋賀学習センター 滋賀学習センター事務長 総務担当 廃棄
2014 滋賀学習センター 会計 収入金関係 収入金関係（平成26年度） 滋賀学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 滋賀学習センター 滋賀学習センター事務長 総務担当 廃棄
2015 滋賀学習センター 会計 収入金関係 収入金関係（平成27年度） 滋賀学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 滋賀学習センター 滋賀学習センター事務長 総務担当 廃棄
2016 滋賀学習センター 会計 収入金関係 収入金関係（平成28年度） 滋賀学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 滋賀学習センター 滋賀学習センター事務長 総務担当 廃棄
2017 滋賀学習センター 会計 収入金関係 収入金関係（平成29年度） 滋賀学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 滋賀学習センター 滋賀学習センター事務長 総務担当 廃棄
2018 滋賀学習センター 会計 収入金関係 収入金関係（平成30年度） 滋賀学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 滋賀学習センター 滋賀学習センター事務長 総務担当 廃棄
2019 滋賀学習センター 会計 収入金関係 収入金関係（平成31年度） 滋賀学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 滋賀学習センター 滋賀学習センター事務長 総務担当 廃棄
2010 滋賀学習センター 会計 各種報告関係 各種報告関係（平成19～22年度） 滋賀学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 滋賀学習センター 滋賀学習センター事務長 総務担当 廃棄
2013 滋賀学習センター 会計 各種報告関係 各種報告関係（平成23～25年度） 滋賀学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 滋賀学習センター 滋賀学習センター事務長 総務担当 廃棄
2015 滋賀学習センター 会計 各種報告関係 各種報告関係（平成26～27年度） 滋賀学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 滋賀学習センター 滋賀学習センター事務長 総務担当 廃棄
2016 滋賀学習センター 会計 各種報告関係 各種報告関係（平成28年度） 滋賀学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 滋賀学習センター 滋賀学習センター事務長 総務担当 廃棄
2017 滋賀学習センター 会計 各種報告関係 各種報告関係（平成29年度） 滋賀学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 滋賀学習センター 滋賀学習センター事務長 総務担当 廃棄
2018 滋賀学習センター 会計 各種報告関係 各種報告関係（平成30年度） 滋賀学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 滋賀学習センター 滋賀学習センター事務長 総務担当 廃棄
2019 滋賀学習センター 会計 各種報告関係 各種報告関係（平成31年度） 滋賀学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 滋賀学習センター 滋賀学習センター事務長 総務担当 廃棄
2016 滋賀学習センター 会計 物品管理関係 物品管理関係（平成14年度～28年度） 滋賀学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 滋賀学習センター 滋賀学習センター事務長 総務担当 廃棄
2019 滋賀学習センター 会計 物品管理関係 物品管理関係（平成29年度～　　） 滋賀学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 滋賀学習センター 滋賀学習センター事務長 総務担当 廃棄
2016 滋賀学習センター 会計 産業廃棄物処分関係 産業廃棄物処分関係（平成14年度～28年度） 滋賀学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 滋賀学習センター 滋賀学習センター事務長 総務担当 廃棄
2019 滋賀学習センター 会計 産業廃棄物処分関係 産業廃棄物処分関係（平成29年度～　　） 滋賀学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 滋賀学習センター 滋賀学習センター事務長 総務担当 廃棄
2010 滋賀学習センター 会計 預金通帳 預金通帳（理事長口座）（平成17年12月28日～22年７月６日） 滋賀学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 滋賀学習センター 滋賀学習センター事務長 総務担当 廃棄
2011 滋賀学習センター 会計 預金通帳 預金通帳（資金前渡主任口座）（20年11月6日～23年11月30日） 滋賀学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 滋賀学習センター 滋賀学習センター事務長 総務担当 廃棄
2010 滋賀学習センター 会計 現金出納簿 現金出納簿（平成21年10月1日～23年３月） 滋賀学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 滋賀学習センター 滋賀学習センター事務長 総務担当 廃棄
2011 滋賀学習センター 会計 現金出納簿 現金出納簿（平成23年度） 滋賀学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 滋賀学習センター 滋賀学習センター事務長 総務担当 廃棄
2012 滋賀学習センター 会計 現金出納簿 現金出納簿（平成24年度） 滋賀学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 滋賀学習センター 滋賀学習センター事務長 総務担当 廃棄
2013 滋賀学習センター 会計 現金出納簿 現金出納簿（平成25年度） 滋賀学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 滋賀学習センター 滋賀学習センター事務長 総務担当 廃棄
2014 滋賀学習センター 会計 現金出納簿 現金出納簿（平成26年度） 滋賀学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 滋賀学習センター 滋賀学習センター事務長 総務担当 廃棄
2015 滋賀学習センター 会計 現金出納簿 現金出納簿（平成27年度） 滋賀学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 滋賀学習センター 滋賀学習センター事務長 総務担当 廃棄
2016 滋賀学習センター 会計 現金出納簿 現金出納簿（平成28年度） 滋賀学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 滋賀学習センター 滋賀学習センター事務長 総務担当 廃棄
2017 滋賀学習センター 会計 現金出納簿 現金出納簿（平成29年度） 滋賀学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 滋賀学習センター 滋賀学習センター事務長 総務担当 廃棄
2018 滋賀学習センター 会計 現金出納簿 現金出納簿（平成30年度） 滋賀学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 滋賀学習センター 滋賀学習センター事務長 総務担当 廃棄
2019 滋賀学習センター 会計 現金出納簿 現金出納簿（平成31年度） 滋賀学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 滋賀学習センター 滋賀学習センター事務長 総務担当 廃棄
2010 滋賀学習センター 会計 現金出納簿 前渡資金出納簿（平成15年10月1日～２２年３月３１日） 滋賀学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 滋賀学習センター 滋賀学習センター事務長 総務担当 廃棄
2010 滋賀学習センター 会計 予算関係 予算関係綴（平成２２年度） 滋賀学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 滋賀学習センター 滋賀学習センター事務長 総務担当 廃棄
2011 滋賀学習センター 会計 予算関係 予算関係綴（平成２３年度） 滋賀学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 滋賀学習センター 滋賀学習センター事務長 総務担当 廃棄
2012 滋賀学習センター 会計 予算関係 予算関係綴（平成２４年度） 滋賀学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 滋賀学習センター 滋賀学習センター事務長 総務担当 廃棄
2013 滋賀学習センター 会計 予算関係 予算関係綴（平成２５年度） 滋賀学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 滋賀学習センター 滋賀学習センター事務長 総務担当 廃棄
2014 滋賀学習センター 会計 予算関係 予算関係（平成26年度） 滋賀学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 滋賀学習センター 滋賀学習センター事務長 総務担当 廃棄
2015 滋賀学習センター 会計 予算関係 予算関係（平成27年度） 滋賀学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 滋賀学習センター 滋賀学習センター事務長 総務担当 廃棄
2016 滋賀学習センター 会計 予算関係 予算関係（平成28年度） 滋賀学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 滋賀学習センター 滋賀学習センター事務長 総務担当 廃棄
2017 滋賀学習センター 会計 予算関係 予算関係（平成29年度） 滋賀学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 滋賀学習センター 滋賀学習センター事務長 総務担当 廃棄
2018 滋賀学習センター 会計 予算関係 予算関係（平成30年度） 滋賀学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 滋賀学習センター 滋賀学習センター事務長 総務担当 廃棄
2019 滋賀学習センター 会計 予算関係 予算関係（平成31年度） 滋賀学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 滋賀学習センター 滋賀学習センター事務長 総務担当 廃棄
2010 滋賀学習センター 会計 金種内訳表 金種内訳表（出納員が取り扱う現金）（平成17年6月～２２年９月　　） 滋賀学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 滋賀学習センター 滋賀学習センター事務長 総務担当 廃棄
2010 滋賀学習センター 会計 契約関係 契約関係（警備、清掃、タクシー料）（平成２2年度） 滋賀学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 滋賀学習センター 滋賀学習センター事務長 総務担当 廃棄
2011 滋賀学習センター 会計 契約関係 契約関係（警備、清掃、タクシー、新聞、雑誌、宅配便）（平成２３年度） 滋賀学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 滋賀学習センター 滋賀学習センター事務長 総務担当 廃棄
2012 滋賀学習センター 会計 契約関係 契約関係（警備、清掃、タクシー、新聞、雑誌、宅配便）（平成２４年度） 滋賀学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 滋賀学習センター 滋賀学習センター事務長 総務担当 廃棄
2013 滋賀学習センター 会計 契約関係 契約関係（警備、清掃、タクシー、新聞、雑誌、宅配便）（平成２５年度） 滋賀学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 滋賀学習センター 滋賀学習センター事務長 総務担当 廃棄
2014 滋賀学習センター 会計 契約関係 契約関係（警備、清掃、タクシー、新聞、雑誌、宅配便）（平成26年度） 滋賀学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 滋賀学習センター 滋賀学習センター事務長 総務担当 廃棄
2015 滋賀学習センター 会計 契約関係 契約関係（警備、清掃、タクシー、新聞、雑誌、宅配便）（平成27年度） 滋賀学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 滋賀学習センター 滋賀学習センター事務長 総務担当 廃棄
2016 滋賀学習センター 会計 契約関係 契約関係（警備、清掃、タクシー、新聞、雑誌、宅配便）（平成28年度） 滋賀学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 滋賀学習センター 滋賀学習センター事務長 総務担当 廃棄
2017 滋賀学習センター 会計 契約関係 契約関係（警備、清掃、タクシー、新聞、雑誌、宅配便）（平成29年度） 滋賀学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 滋賀学習センター 滋賀学習センター事務長 総務担当 廃棄
2018 滋賀学習センター 会計 契約関係 契約関係（警備、清掃、タクシー、新聞、雑誌、宅配便）（平成30年度） 滋賀学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 滋賀学習センター 滋賀学習センター事務長 総務担当 廃棄
2019 滋賀学習センター 会計 契約関係 契約関係（警備、清掃、タクシー、新聞、雑誌、宅配便）（平成31年度） 滋賀学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 滋賀学習センター 滋賀学習センター事務長 総務担当 廃棄
2010 滋賀学習センター 会計 後納郵便差出票 後納郵便差出票（平成21年度～22年度） 滋賀学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 滋賀学習センター 滋賀学習センター事務長 総務担当 廃棄
2012 滋賀学習センター 会計 後納郵便差出票 後納郵便差出票（平成23年度～24年度） 滋賀学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 滋賀学習センター 滋賀学習センター事務長 総務担当 廃棄
2014 滋賀学習センター 会計 後納郵便差出票 後納郵便差出票（平成25年度～２６年度） 滋賀学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 滋賀学習センター 滋賀学習センター事務長 総務担当 廃棄
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措置結果
2015 滋賀学習センター 会計 後納郵便差出票 後納郵便差出票（平成27年度） 滋賀学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 滋賀学習センター 滋賀学習センター事務長 総務担当 廃棄
2016 滋賀学習センター 会計 後納郵便差出票 後納郵便差出票（平成28年度） 滋賀学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 滋賀学習センター 滋賀学習センター事務長 総務担当 廃棄
2017 滋賀学習センター 会計 後納郵便差出票 後納郵便差出票（平成29年度） 滋賀学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 滋賀学習センター 滋賀学習センター事務長 総務担当 廃棄
2018 滋賀学習センター 会計 後納郵便差出票 後納郵便差出票（平成30年度） 滋賀学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 滋賀学習センター 滋賀学習センター事務長 総務担当 廃棄
2019 滋賀学習センター 会計 後納郵便差出票 後納郵便差出票（平成31年度） 滋賀学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 滋賀学習センター 滋賀学習センター事務長 総務担当 廃棄
2003 滋賀学習センター 教務学生 卒業関係綴 卒業関係綴（平成11年度～平成15年度） 滋賀学習センター事務長 2004/4/1 30年 2034/3/31 紙 滋賀学習センター 滋賀学習センター事務長 教務担当 廃棄
2010 京都学習センター 式典 学位記授与式 平成22年度学位記授与式 京都学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2011 京都学習センター 式典 学位記授与式 平成23年度学位記授与式 京都学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2012 京都学習センター 式典 学位記授与式 平成24年度学位記授与式 京都学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2013 京都学習センター 式典 学位記授与式 平成25年度学位記授与式 京都学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2014 京都学習センター 式典 学位記授与式 平成26年度学位記授与式 京都学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2015 京都学習センター 式典 学位記授与式 平成27年度学位記授与式 京都学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2016 京都学習センター 式典 学位記授与式 平成28年度学位記授与式 京都学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2017 京都学習センター 式典 学位記授与式 平成29年度学位記授与式 京都学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2018 京都学習センター 式典 学位記授与式 平成30年度学位記授与式 京都学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2019 京都学習センター 式典 学位記授与式 2019年度学位記授与式 京都学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2010 京都学習センター 式典 入学者の集い 入学者の集い（平成２２年度） 京都学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2011 京都学習センター 式典 入学者の集い 入学者の集い（平成２３年度） 京都学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2012 京都学習センター 式典 入学者の集い 入学者の集い（平成２４年度） 京都学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2013 京都学習センター 式典 入学者の集い 入学者の集い（平成２５年度） 京都学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2014 京都学習センター 式典 入学者の集い 入学者の集い（平成２６年度） 京都学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2015 京都学習センター 式典 入学者の集い 入学者の集い（平成２７年度） 京都学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2016 京都学習センター 式典 入学者の集い 入学者の集い（平成２８年度） 京都学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2017 京都学習センター 式典 入学者の集い 入学者の集い（平成２９年度） 京都学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2018 京都学習センター 式典 入学者の集い 入学者の集い（平成３０年度） 京都学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2019 京都学習センター 式典 入学者の集い 入学者の集い（２０１９年度） 京都学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2015 京都学習センター 人事 人事関係綴　任免・手当等 人事関係綴　任免・手当等（Ｈ２７） 京都学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2016 京都学習センター 人事 人事関係綴　任免・手当等 人事関係綴　任免・手当等（Ｈ２８） 京都学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2017 京都学習センター 人事 人事関係綴　任免・手当等 人事関係綴　任免・手当等（２９年度） 京都学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2018 京都学習センター 人事 人事関係 平成３０年度人事関係 京都学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2019 京都学習センター 人事 人事関係 令和元年度人事関係 京都学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2015 京都学習センター 人事 非常勤講師（面接授業担当） 非常勤講師（面接授業担当）関係（平成27年度） 京都学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2016 京都学習センター 人事 非常勤講師（面接授業担当） 非常勤講師（面接授業担当）関係（平成28年度） 京都学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2017 京都学習センター 人事 非常勤講師（面接授業担当） 非常勤講師（面接授業担当）関係（平成29年度） 京都学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2018 京都学習センター 人事 非常勤講師（面接授業担当） 非常勤講師（面接授業担当）関係（平成30年度） 京都学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2019 京都学習センター 人事 非常勤講師（面接授業担当） 非常勤講師（面接授業担当）関係（平成31年度） 京都学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2017 京都学習センター 諸会議 学園本部教授会議事録写 平成29年度教授会・評議会関係 京都学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2017 京都学習センター 諸会議 学園本部教務委員会議事録写 平成29年度教務委員会関係・試験委員会関係 京都学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2018 京都学習センター 諸会議 学園本部教授会議事録写 平成30年度教授会関係 京都学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2018 京都学習センター 諸会議 学園本部教務委員会議事録写 平成30年度教務委員会関係・試験委員会関係 京都学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2019 京都学習センター 諸会議 学園本部教授会議事録写 令和元年度教授会関係 京都学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2019 京都学習センター 諸会議 学園本部教務委員会議事録写 令和元年度教務委員会関係・試験委員会関係 京都学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2015 京都学習センター 広報 キャンパスネットワーク事務連絡システム等 キャンパスネットワーク事務連絡システム等（平成27年度） 京都学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2016 京都学習センター 広報 キャンパスネットワーク事務連絡システム等 キャンパスネットワーク事務連絡システム等（平成28年度） 京都学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2017 京都学習センター 広報 キャンパスネットワーク事務連絡システム等 キャンパスネットワーク事務連絡システム等（平成29年度） 京都学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2018 京都学習センター 広報 キャンパスネットワーク事務連絡システム等 システムWAKABA 事務システム等（平成30年度） 京都学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2019 京都学習センター 広報 キャンパスネットワーク事務連絡システム等 システムWAKABA 事務システム等（2019年度） 京都学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2015 京都学習センター 広報 京都学習センター新ホームページ更新関係 京都学習センター新ホームページ更新関係（平成27年度） 京都学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2016 京都学習センター 広報 京都学習センター新ホームページ更新関係 京都学習センター新ホームページ更新関係（平成28年度） 京都学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2017 京都学習センター 広報 京都学習センター新ホームページ更新関係 京都学習センター新ホームページ更新関係（平成29年度） 京都学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2018 京都学習センター 広報 京都学習センター新ホームページ更新関係 京都学習センター新ホームページ更新関係（平成30年度） 京都学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2019 京都学習センター 広報 京都学習センター新ホームページ更新関係 京都学習センター新ホームページ更新関係（2019年度） 京都学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2015 京都学習センター 広報 広報関係綴 広報関係綴（Ｈ２７） 京都学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2016 京都学習センター 広報 広報関係綴 広報関係綴（Ｈ２８） 京都学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2017 京都学習センター 広報 広報関係綴 平成29年度広報関係 京都学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2018 京都学習センター 広報 広報関係綴 平成30年度広報関係 京都学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2019 京都学習センター 広報 広報関係綴 令和元年度広報関係 京都学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2015 京都学習センター 広報 ゆりかもめ ゆりかもめ　平成27年度（85号～88号） 京都学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2016 京都学習センター 広報 ゆりかもめ ゆりかもめ　平成28年度（89号～92号） 京都学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2017 京都学習センター 広報 ゆりかもめ ゆりかもめ　平成29年度（93号～96号） 京都学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2018 京都学習センター 広報 ゆりかもめ ゆりかもめ　平成30年度（97号～100号） 京都学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2019 京都学習センター 広報 ゆりかもめ ゆりかもめ　2019年度（101号～104号） 京都学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2015 京都学習センター 広報 リーフレット等送付先一覧 リーフレット等送付先一覧（Ｈ２７） 京都学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2016 京都学習センター 広報 リーフレット等送付先一覧 リーフレット等送付先一覧（Ｈ２８） 京都学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2017 京都学習センター 広報 リーフレット等送付先一覧 平成29年度学生募集用リーフレット等送付先一覧 京都学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2018 京都学習センター 広報 リーフレット等送付先一覧 平成30年度学生募集用リーフレット等送付先一覧 京都学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2019 京都学習センター 広報 リーフレット等送付先一覧 令和元年度学生募集用リーフレット等送付先一覧 京都学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2015 京都学習センター 庶務 利用の手引き 利用の手引き（平成２７年度） 京都学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2016 京都学習センター 庶務 利用の手引き 利用の手引き（平成２８年度） 京都学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
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措置結果
2017 京都学習センター 庶務 利用の手引き 利用の手引き（平成２９年度） 京都学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2018 京都学習センター 庶務 利用の手引き 利用の手引き（平成３０年度） 京都学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2019 京都学習センター 庶務 利用の手引き 利用の手引き（平成３１年度） 京都学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2015 京都学習センター 庶務 文書掲示願 文書掲示願（平成２７年度） 京都学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2016 京都学習センター 庶務 文書掲示願 文書掲示願（平成２８年度） 京都学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2017 京都学習センター 庶務 文書掲示願 文書掲示願（平成２９年度） 京都学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2018 京都学習センター 庶務 文書掲示願 文書掲示願（２０１８年度） 京都学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2019 京都学習センター 庶務 文書掲示願 文書掲示願（２０１９年度） 京都学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2015 京都学習センター 庶務 施設利用願 施設利用願（平成２７年度） 京都学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2016 京都学習センター 庶務 施設利用願 施設利用願（平成２８年度） 京都学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2017 京都学習センター 庶務 施設利用願 施設利用願（平成２９年度） 京都学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2018 京都学習センター 庶務 施設利用願 施設利用願（平成３０年度） 京都学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2019 京都学習センター 庶務 施設利用願 施設利用願（平成３１年度） 京都学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2010 京都学習センター 庶務 旅行命令簿・復命書 旅行命令簿・復命書（Ｈ２２） 京都学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2011 京都学習センター 庶務 旅行命令簿・復命書 旅行命令簿・復命書（Ｈ２3） 京都学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2012 京都学習センター 庶務 旅行命令簿・復命書 旅行命令簿・復命書（Ｈ２４） 京都学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2013 京都学習センター 庶務 旅行命令簿・復命書 旅行命令簿・復命書（Ｈ２５） 京都学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2014 京都学習センター 庶務 旅行命令簿・復命書 旅行命令簿・復命書（Ｈ２６） 京都学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2015 京都学習センター 庶務 旅行命令簿・復命書 旅行命令簿・復命書（Ｈ２７） 京都学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2016 京都学習センター 庶務 旅行命令簿・復命書 旅行命令簿・復命書（Ｈ２８） 京都学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2017 京都学習センター 庶務 旅行命令簿・復命書 平成29年度旅行命令等 京都学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2018 京都学習センター 庶務 旅行命令簿・復命書 平成30年度旅行命令等 京都学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2019 京都学習センター 庶務 旅行命令簿・復命書 令和元年度旅行命令等 京都学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2017 京都学習センター 職員 休暇簿（年休、病休、特休、週休振替） 休暇簿（年休、病休、特休、週休振替）（Ｈ２９） 京都学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2018 京都学習センター 職員 休暇簿（年休、病休、特休、週休振替） 休暇簿（年休、病休、特休、週休振替）（Ｈ３０） 京都学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2019 京都学習センター 職員 休暇簿（年休、病休、特休、週休振替） 休暇簿（年休、病休、特休、週休振替）（Ｈ３1） 京都学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2017 京都学習センター 職員 勤務時間報告書 平成29年度勤務時間報告書・時間外勤務命令簿 京都学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2018 京都学習センター 職員 勤務時間報告書 平成30年度勤務時間報告書・時間外勤務命令簿 京都学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2019 京都学習センター 職員 勤務時間報告書 平成31（令和元）年度勤務時間報告書・時間外勤務命令簿 京都学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2017 京都学習センター 職員 勤務割振表 勤務割振表（H２９） 京都学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2018 京都学習センター 職員 勤務割振表 勤務割振表（H３０） 京都学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2019 京都学習センター 職員 勤務割振表 勤務割振表（R1） 京都学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2017 京都学習センター 職員 出勤簿　センター客員教員 平成29年度客員教員勤務記録簿 京都学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2018 京都学習センター 職員 出勤簿　センター客員教員 平成30年度客員教員勤務等記録簿 京都学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2019 京都学習センター 職員 出勤簿　センター客員教員 平成31（令和元）年度客員教員勤務等記録簿 京都学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2017 京都学習センター 職員 出勤簿　センター職員（常勤・日々・時間） 平成29年度出勤簿 京都学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2018 京都学習センター 職員 出勤簿　センター職員（常勤・期間・時間） 平成30年度出勤簿 京都学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2019 京都学習センター 職員 出勤簿　センター職員（常勤・期間・時間） 平成31（令和元）年度出勤簿 京都学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2015 京都学習センター 面接授業 面接授業配布資料 ２７・１　面接授業配布資料 京都学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2015 京都学習センター 面接授業 面接授業配布資料 ２７・２　面接授業配布資料 京都学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2016 京都学習センター 面接授業 面接授業配布資料 ２８・１　面接授業配布資料 京都学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2016 京都学習センター 面接授業 面接授業配布資料 ２８・２　面接授業配布資料 京都学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2017 京都学習センター 面接授業 面接授業配布資料 ２９・１　面接授業配布資料 京都学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2017 京都学習センター 面接授業 面接授業配布資料 ２９・２　面接授業配布資料 京都学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2018 京都学習センター 面接授業 面接授業配布資料 ３０・１　面接授業配布資料 京都学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2018 京都学習センター 面接授業 面接授業配布資料 ３０・２　面接授業配布資料 京都学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2019 京都学習センター 面接授業 面接授業配布資料 ２０１９・１　面接授業配布資料 京都学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2019 京都学習センター 面接授業 面接授業配布資料 ２０１９・２　面接授業配布資料 京都学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2015 京都学習センター 面接授業 面接授業 平成２７年度第１学期面接授業① 京都学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2015 京都学習センター 面接授業 面接授業 平成２７年度第１学期面接授業② 京都学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2015 京都学習センター 面接授業 面接授業 平成２７年度第２学期面接授業① 京都学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2015 京都学習センター 面接授業 面接授業 平成２７年度第２学期面接授業② 京都学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2016 京都学習センター 面接授業 面接授業 平成２８年度第１学期面接授業① 京都学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2016 京都学習センター 面接授業 面接授業 平成２８年度第１学期面接授業② 京都学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2016 京都学習センター 面接授業 面接授業 平成２８年度第２学期面接授業① 京都学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2016 京都学習センター 面接授業 面接授業 平成２８年度第２学期面接授業② 京都学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2017 京都学習センター 面接授業 面接授業 平成２９年度第１学期面接授業① 京都学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2017 京都学習センター 面接授業 面接授業 平成２９年度第１学期面接授業② 京都学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2017 京都学習センター 面接授業 面接授業 平成２９年度第２学期面接授業① 京都学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2017 京都学習センター 面接授業 面接授業 平成２９年度第２学期面接授業② 京都学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2018 京都学習センター 面接授業 面接授業 平成３０年度第１学期面接授業① 京都学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2018 京都学習センター 面接授業 面接授業 平成３０年度第１学期面接授業② 京都学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2018 京都学習センター 面接授業 面接授業 平成３０年度第２学期面接授業① 京都学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2018 京都学習センター 面接授業 面接授業 平成３０年度第２学期面接授業② 京都学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2019 京都学習センター 面接授業 面接授業 ２０１９年度第１学期面接授業① 京都学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2019 京都学習センター 面接授業 面接授業 ２０１９年度第１学期面接授業② 京都学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2019 京都学習センター 面接授業 面接授業 ２０１９年度第２学期面接授業① 京都学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2019 京都学習センター 面接授業 面接授業 ２０１９年度第２学期面接授業② 京都学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2015 京都学習センター 面接授業 面接授業　給与関係　勤務時間報告　打ち合わせ会報告 平成２７年度面接授業　給与関係　勤務時間報告　打ち合わせ会報告 京都学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
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大分類 中分類
備考作成・取得年度等

文書分類
小分類 法人文書ファイル名 作成・取得者 起算日 保存期間

保存期間満了
時期

媒体の種別 保存場所 管理者 管理担当係等
保存期間満了時の

措置結果
2016 京都学習センター 面接授業 面接授業　給与関係　勤務時間報告　打ち合わせ会報告 平成２８年度面接授業　給与関係　勤務時間報告　打ち合わせ会報告 京都学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2017 京都学習センター 面接授業 面接授業　給与関係　勤務時間報告　打ち合わせ会報告 平成２９年度面接授業　給与関係　勤務時間報告　打ち合わせ会報告 京都学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2018 京都学習センター 面接授業 面接授業　給与関係　勤務時間報告　打ち合わせ会報告 平成３０年度面接授業　給与関係　勤務時間報告　打ち合わせ会報告 京都学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2019 京都学習センター 面接授業 面接授業　給与関係　勤務時間報告　打ち合わせ会報告 ２０１９年度面接授業　給与関係　勤務時間報告　打ち合わせ会報告 京都学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2015 京都学習センター 面接授業 面接授業関係原稿 平成２７年度面接授業関係原稿 京都学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2016 京都学習センター 面接授業 面接授業関係原稿 平成２８年度面接授業関係原稿 京都学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2017 京都学習センター 面接授業 面接授業関係原稿 平成２９年度面接授業関係原稿 京都学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2018 京都学習センター 面接授業 面接授業関係原稿 平成３０年度面接授業関係原稿 京都学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2019 京都学習センター 面接授業 面接授業関係原稿 ２０１９年度面接授業関係原稿 京都学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2015 京都学習センター 面接授業 面接授業勤務等記録簿 平成２７年度面接授業勤務等記録簿 京都学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2016 京都学習センター 面接授業 面接授業勤務等記録簿 平成２８年度面接授業勤務等記録簿 京都学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2017 京都学習センター 面接授業 面接授業勤務等記録簿 平成２９年度面接授業勤務等記録簿 京都学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2018 京都学習センター 面接授業 面接授業勤務等記録簿 平成３０年度面接授業勤務等記録簿 京都学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2019 京都学習センター 面接授業 面接授業勤務等記録簿 ２０１９年度面接授業勤務等記録簿 京都学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2015 京都学習センター 面接授業 面接授業追加登録 平成２７年度面接授業追加登録 京都学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2016 京都学習センター 面接授業 面接授業追加登録 平成２８年度面接授業追加登録 京都学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2017 京都学習センター 面接授業 面接授業追加登録 平成２９年度面接授業追加登録 京都学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2018 京都学習センター 面接授業 面接授業追加登録 平成３０年度面接授業追加登録 京都学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2019 京都学習センター 面接授業 面接授業追加登録 ２０１９年度面接授業追加登録 京都学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2015 京都学習センター 面接授業 施設利用願 平成２７年度施設利用願 京都学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2016 京都学習センター 面接授業 施設利用願 平成２８年度施設利用願 京都学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2017 京都学習センター 面接授業 施設利用願 平成２９年度施設利用願 京都学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2018 京都学習センター 面接授業 施設利用願 平成３０年度施設利用願 京都学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2019 京都学習センター 面接授業 施設利用願 ２０１９年度施設利用願 京都学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2015 京都学習センター 教務関係 キャンパスネットワーク（学生用）HP キャンパスネットワーク（学生用）HP（平成27年度） 京都学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2016 京都学習センター 教務関係 キャンパスネットワーク（学生用）HP キャンパスネットワーク（学生用）HP（平成28年度） 京都学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2017 京都学習センター 教務関係 キャンパスネットワーク（学生用）HP キャンパスネットワーク（学生用）HP（平成29年度） 京都学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2018 京都学習センター 教務関係 講義室利用状況報告について 講義室利用状況報告について（平成30年度） 京都学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2019 京都学習センター 教務関係 講義室利用状況報告について 講義室利用状況報告について（平成31年度） 京都学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2015 京都学習センター 教務関係 客員教員　学習懇談会・定期講座・特別講義 平成27年度客員教員 学習懇談会・定期講座・特別講義 京都学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2016 京都学習センター 教務関係 客員教員　学習懇談会・定期講座・特別講義 平成28年度客員教員 学習懇談会・定期講座・特別講義 京都学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2017 京都学習センター 教務関係 客員教員　学習懇談会・定期講座・特別講義 平成29年度客員教員 学習懇談会・定期講座・特別講義 京都学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2018 京都学習センター 教務関係 客員教員　学習懇談会・定期講座・特別講義 平成30年度客員教員 学習懇談会・定期講座・特別講義 京都学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2019 京都学習センター 教務関係 客員教員　学習懇談会・定期講座・特別講義 2019年度客員教員 学習懇談会・定期講座・特別講義 京都学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2015 京都学習センター 教務関係 印刷教材 印刷教材（平成２７年度） 京都学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2016 京都学習センター 教務関係 印刷教材 印刷教材（平成２８年度） 京都学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2017 京都学習センター 教務関係 印刷教材 印刷教材（平成２９年度） 京都学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2018 京都学習センター 教務関係 印刷教材 印刷教材（平成３０年度） 京都学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2019 京都学習センター 教務関係 印刷教材 印刷教材（平成３１年度） 京都学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2015 京都学習センター 教務関係 通信指導 通信指導（平成２７年度） 京都学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2016 京都学習センター 教務関係 通信指導 通信指導（平成２８年度） 京都学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2017 京都学習センター 教務関係 通信指導 通信指導（平成２９年度） 京都学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2018 京都学習センター 教務関係 通信指導 通信指導（平成３０年度） 京都学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2019 京都学習センター 教務関係 通信指導 通信指導（令和元年度） 京都学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2015 京都学習センター 教務関係 点字印刷教材 点字印刷教材（平成２７年度） 京都学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2016 京都学習センター 教務関係 点字印刷教材 点字印刷教材（平成２８年度） 京都学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2018 京都学習センター 学生関係 無線LAN利用申請書 無線LAN利用申請書（平成30年度） 京都学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2019 京都学習センター 学生関係 無線LAN利用申請書 無線LAN利用申請書（２０１９年度） 京都学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2015 京都学習センター 学生関係 課外サークル活動 課外サークル活動（平成２７年度） 京都学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2016 京都学習センター 学生関係 課外サークル活動 課外サークル活動（平成２８年度） 京都学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2017 京都学習センター 学生関係 課外サークル活動 課外サークル活動（平成２９年度） 京都学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2018 京都学習センター 学生関係 課外サークル活動 サークル活動（平成３０年度） 京都学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2019 京都学習センター 学生関係 課外サークル活動 サークル活動（２０１９年度） 京都学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2015 京都学習センター 学生関係 学生研修旅行 学生研修旅行（平成２７年度） 京都学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2016 京都学習センター 学生関係 学生研修旅行 学生研修旅行（平成２８年度） 京都学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2017 京都学習センター 学生関係 学生研修旅行 学生研修旅行（平成２９年度） 京都学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2018 京都学習センター 学生関係 学生研修旅行 学生研修旅行（平成３０年度） 京都学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2019 京都学習センター 学生関係 学生研修旅行 学生研修旅行（２０１９年度） 京都学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2012 京都学習センター 学生関係 学生教育研究災害障害保険関係綴 学生教育研究災害障害保険関係綴（Ｈ２４） 京都学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2013 京都学習センター 学生関係 学生教育研究災害障害保険関係綴 学生教育研究災害障害保険関係綴（Ｈ２５） 京都学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2014 京都学習センター 学生関係 学生教育研究災害障害保険関係綴 学生教育研究災害傷害保険関係綴（平成２６年度） 京都学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2015 京都学習センター 学生関係 学生教育研究災害障害保険関係綴 学生教育研究災害傷害保険関係綴（平成２７年度） 京都学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2016 京都学習センター 学生関係 学生教育研究災害障害保険関係綴 学生教育研究災害傷害保険関係綴（平成２８年度） 京都学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2017 京都学習センター 学生関係 学生教育研究災害障害保険関係綴 学生教育研究災害傷害保険関係綴（平成２９年度） 京都学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2018 京都学習センター 学生関係 学生教育研究災害障害保険関係綴 学生教育研究災害傷害保険関係綴（平成３０年度） 京都学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2019 京都学習センター 学生関係 学生教育研究災害障害保険関係綴 学生教育研究災害傷害保険関係綴（令和１年度） 京都学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2015 京都学習センター 学生関係 住所変更届 住所変更届（平成２７年度） 京都学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2016 京都学習センター 学生関係 住所変更届 住所変更届（平成２８年度） 京都学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2017 京都学習センター 学生関係 住所変更届 住所変更届（平成２９年度） 京都学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
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2018 京都学習センター 学生関係 住所変更届 住所変更届（平成３０年度） 京都学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2019 京都学習センター 学生関係 住所変更届 住所変更届（２０１９年度） 京都学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2015 京都学習センター 学生関係 奨学生募集関係 奨学生募集関係（平成２７年度） 京都学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2016 京都学習センター 学生関係 奨学生募集関係 奨学生募集関係（平成２８年度） 京都学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2017 京都学習センター 学生関係 奨学生募集関係 奨学生募集関係（平成２９年度） 京都学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2018 京都学習センター 学生関係 奨学生募集関係 奨学生募集関係（平成３０年度） 京都学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2019 京都学習センター 学生関係 奨学生募集関係 奨学生募集関係（平成３1年度） 京都学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2015 京都学習センター 学生関係 日本学生支援機構申請資料 日本学生支援機構申請資料（平成２７年度） 京都学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2016 京都学習センター 学生関係 日本学生支援機構申請資料 日本学生支援機構申請資料（平成２８年度） 京都学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2017 京都学習センター 学生関係 日本学生支援機構申請資料 日本学生支援機構申請資料（平成２９年度） 京都学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2018 京都学習センター 学生関係 日本学生支援機構申請資料 日本学生支援機構申請資料（平成３０年度） 京都学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2019 京都学習センター 学生関係 日本学生支援機構申請資料 日本学生支援機構申請資料（平成３１年度） 京都学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2017 京都学習センター 証明書 学割 学割（平成２９年度） 京都学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2018 京都学習センター 証明書 学割 学割（２０１８年度） 京都学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2019 京都学習センター 証明書 学割 学割（２０１９年度） 京都学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2015 京都学習センター 証明書 教員免許状申請用単位取得証明書 教員免許状申請用単位取得証明書（平成２７年度第１学期） 京都学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2015 京都学習センター 証明書 教員免許状申請用単位取得証明書 教員免許状申請用単位取得証明書（平成２７年度第２学期） 京都学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2016 京都学習センター 証明書 教員免許状申請用単位取得証明書 教員免許状申請用単位取得証明書（平成２８年度第１学期） 京都学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2016 京都学習センター 証明書 教員免許状申請用単位取得証明書 教員免許状申請用単位取得証明書（平成２８年度第２学期） 京都学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2017 京都学習センター 証明書 教員免許状申請用単位取得証明書 教員免許状申請用単位取得証明書（平成２９年度第１学期） 京都学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2017 京都学習センター 証明書 教員免許状申請用単位取得証明書 教員免許状申請用単位取得証明書（平成２９年度第２学期） 京都学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2018 京都学習センター 証明書 教員免許状申請用単位取得証明書 教員免許状申請用単位取得証明書（平成３０年度第１学期） 京都学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2018 京都学習センター 証明書 教員免許状申請用単位取得証明書 教員免許状申請用単位取得証明書（平成３０年度第２学期） 京都学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2019 京都学習センター 証明書 教員免許状申請用単位取得証明書 教員免許状申請用単位取得証明書（2019年度第１学期） 京都学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2019 京都学習センター 証明書 教員免許状申請用単位取得証明書 教員免許状申請用単位取得証明書（2019年度第２学期） 京都学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2015 京都学習センター 単位認定試験関係 教員免許更新講習修了認定試験 教員免許更新講習修了認定試験　平成２７年度夏期 京都学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2015 京都学習センター 単位認定試験関係 教員免許更新講習修了認定試験 教員免許更新講習修了認定試験　平成２７年度冬期 京都学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2016 京都学習センター 単位認定試験関係 教員免許更新講習修了認定試験 教員免許更新講習修了認定試験　平成２８年度夏期 京都学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2016 京都学習センター 単位認定試験関係 教員免許更新講習修了認定試験 教員免許更新講習修了認定試験　平成２８年度冬期 京都学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2017 京都学習センター 単位認定試験関係 教員免許更新講習修了認定試験 教員免許更新講習修了認定試験　平成２９年度　夏期・冬期 京都学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2018 京都学習センター 単位認定試験関係 教員免許更新講習修了認定試験 教員免許更新講習修了認定試験　平成３０年度　夏期・冬期 京都学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2019 京都学習センター 単位認定試験関係 教員免許更新講習修了認定試験 教員免許更新講習修了認定試験　令和1年度　夏期・冬期 京都学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2015 京都学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験（試験問題・解答公表） 単位認定試験（試験問題・解答公表）　平成２７年度 京都学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2016 京都学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験（試験問題・解答公表） 単位認定試験（試験問題・解答公表）　平成２８年度 京都学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2017 京都学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験（試験問題・解答公表） 単位認定試験（試験問題・解答公表）　平成２９年度 京都学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2018 京都学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験（試験問題・解答公表） 単位認定試験（試験問題・解答公表）　平成３０年度 京都学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2019 京都学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験（試験問題・解答公表） 単位認定試験（試験問題・解答公表）　令和 1年度 京都学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2015 京都学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験（准看護師） 単位認定試験（准看護師）平成２７年度 京都学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2016 京都学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験（准看護師） 単位認定試験（准看護師）平成２８年度 京都学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2017 京都学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験（准看護師） 単位認定試験（准看護師）平成２９年度 京都学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2018 京都学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験（准看護師） 単位認定試験（准看護師）平成３０年度 京都学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2019 京都学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験（准看護師） 単位認定試験（准看護師）令和　１年度 京都学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2016 京都学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験 単位認定試験　平成２８年度第１学期 京都学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2016 京都学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験 単位認定試験　平成２８年度第２学期 京都学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2017 京都学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験 単位認定試験　平成２９年度第１学期 京都学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2017 京都学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験 単位認定試験　平成２９年度第２学期 京都学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2018 京都学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験 単位認定試験　平成３０年度第１学期 京都学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2018 京都学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験 単位認定試験　平成３０年度第２学期 京都学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2019 京都学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験 単位認定試験　２０１９年度第１学期 京都学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2019 京都学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験 単位認定試験　令和　１年度第２学期 京都学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2015 京都学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験（事前準備） 単位認定試験（事前準備）　平成２７年度第１学期 京都学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2015 京都学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験（事前準備） 単位認定試験（事前準備）　平成２７年度第２学期 京都学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2015 京都学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験（実施関係） 単位認定試験（実施関係）　平成２７年度第１学期 京都学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2015 京都学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験（実施関係） 単位認定試験（実施関係）　平成２７年度第２学期 京都学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2015 京都学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験受験者名簿 単位認定試験受験者名簿　平成２７年度第１学期 京都学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2015 京都学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験受験者名簿 単位認定試験受験者名簿　平成２７年度第２学期 京都学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2016 京都学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験受験者名簿 単位認定試験受験者名簿　平成２８年度第１学期 京都学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2016 京都学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験受験者名簿 単位認定試験受験者名簿　平成２８年度第２学期 京都学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2017 京都学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験受験者名簿 単位認定試験受験者名簿　平成２９年度第１学期 京都学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2017 京都学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験受験者名簿 単位認定試験受験者名簿　平成２９年度第２学期 京都学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2018 京都学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験受験者名簿 単位認定試験受験者名簿　平成３０年度第１学期 京都学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2018 京都学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験受験者名簿 単位認定試験受験者名簿　平成３０年度第２学期 京都学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2019 京都学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験受験者名簿 単位認定試験受験者名簿　令和 1年度第１学期 京都学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2019 京都学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験受験者名簿 単位認定試験受験者名簿　令和 1年度第２学期 京都学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2015 京都学習センター 入試 大学院入試 平成28年度大学院入試 京都学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2016 京都学習センター 入試 大学院入試 平成29年度大学院入試 京都学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2017 京都学習センター 入試 大学院入試 平成30年度大学院入試 京都学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2018 京都学習センター 入試 大学院入試 2019年度大学院入試 京都学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2019 京都学習センター 入試 大学院入試 2020年度大学院入試 京都学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
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措置結果
2015 京都学習センター 図書・視聴 学習センター推薦図書 学習センター推薦図書（平成２７年度） 京都学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2016 京都学習センター 図書・視聴 学習センター推薦図書 学習センター推薦図書（平成２８年度） 京都学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2017 京都学習センター 図書・視聴 学習センター推薦図書 学習センター推薦図書（平成２９年度） 京都学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2018 京都学習センター 図書・視聴 学習センター推薦図書 学習センター推薦図書（平成３０年度） 京都学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2019 京都学習センター 図書・視聴 学習センター推薦図書 学習センター推薦図書（平成３1年度） 京都学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2015 京都学習センター 図書・視聴 図書・視聴学習室本部報告 図書・視聴学習室本部報告（平成２７年） 京都学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2016 京都学習センター 図書・視聴 図書・視聴学習室本部報告 図書・視聴学習室本部報告（平成２８年） 京都学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2017 京都学習センター 図書・視聴 図書・視聴学習室本部報告 図書・視聴学習室本部報告（平成２９年） 京都学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2015 京都学習センター 図書・視聴 図書業務関係 図書業務関係（平成２７年度） 京都学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2016 京都学習センター 図書・視聴 図書業務関係 図書業務関係（平成２８年度） 京都学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2017 京都学習センター 図書・視聴 図書業務関係 図書業務関係（平成２９年度） 京都学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2018 京都学習センター 図書・視聴 図書業務関係 図書業務関係（平成３０年度） 京都学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2019 京都学習センター 図書・視聴 図書業務関係 図書業務関係（平成３1年度） 京都学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2015 京都学習センター 図書・視聴 文献複写・現物貸借・他大学図書館利用 文献複写・現物貸借・他大学図書館利用（平成２７年度） 京都学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2016 京都学習センター 図書・視聴 文献複写・現物貸借・他大学図書館利用 文献複写・現物貸借・他大学図書館利用（平成２８年度） 京都学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2017 京都学習センター 図書・視聴 文献複写・現物貸借・他大学図書館利用 文献複写・現物貸借・他大学図書館利用（平成２９年度） 京都学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2018 京都学習センター 図書・視聴 文献複写・現物貸借・他大学図書館利用 文献複写・現物貸借・他大学図書館利用（平成３０年度） 京都学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2019 京都学習センター 図書・視聴 文献複写・現物貸借・他大学図書館利用 文献複写・現物貸借・他大学図書館利用（平成３1年度） 京都学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2015 京都学習センター 図書・視聴 本部・他学習センター図書資料利用申込書 本部・他学習センター図書資料利用申込書（平成２７年） 京都学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2016 京都学習センター 図書・視聴 本部・他学習センター図書資料利用申込書 本部・他学習センター図書資料利用申込書（平成２８年） 京都学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2017 京都学習センター 図書・視聴 本部・他学習センター図書資料利用申込書 本部・他学習センター図書資料利用申込書（平成２９年） 京都学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2018 京都学習センター 図書・視聴 本部・他学習センター図書資料利用申込書 本部・他学習センター図書資料利用申込書（平成３０年） 京都学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2019 京都学習センター 図書・視聴 本部・他学習センター図書資料利用申込書 本部・他学習センター図書資料利用申込書（平成３1年） 京都学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2015 京都学習センター 図書・視聴 夏期集中学校図書・准看護師科目 夏期集中学校図書・准看護師科目（平成２７年度） 京都学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2016 京都学習センター 図書・視聴 夏期集中学校図書・准看護師科目 夏期集中学校図書・准看護師科目（平成２８年度） 京都学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2017 京都学習センター 図書・視聴 夏期集中学校図書・准看護師科目 夏期集中学校図書・准看護師科目（平成２９年度） 京都学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2018 京都学習センター 図書・視聴 夏期集中学校図書・准看護師科目 夏期集中学校図書・准看護師科目（平成３０年度） 京都学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2019 京都学習センター 図書・視聴 夏期集中学校図書・准看護師科目 夏期集中科目（２０１９年度） 京都学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2017 京都学習センター 図書・視聴 京大図書館利用願 京大図書館利用願（平成２９年度） 京都学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2018 京都学習センター 図書・視聴 京大図書館利用願 京大図書館利用願（２０１８年度） 京都学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2019 京都学習センター 図書・視聴 京大図書館利用願 京大図書館利用願（２０１９年度） 京都学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2015 京都学習センター 図書・視聴 備付け雑誌 平成27年度備付け雑誌 京都学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2016 京都学習センター 図書・視聴 備付け雑誌 平成28年度備付け雑誌 京都学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2017 京都学習センター 図書・視聴 備付け雑誌 平成29年度備付け雑誌 京都学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2018 京都学習センター 図書・視聴 備付け雑誌 平成30年度備付け雑誌 京都学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2019 京都学習センター 図書・視聴 備付け雑誌 平成31年度備付け雑誌 京都学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2012 京都学習センター 会計 旅行依頼・命令・外勤交通費綴 旅行依頼・命令・外勤交通費綴（平成２４年度） 京都学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2013 京都学習センター 会計 旅行依頼・命令・外勤交通費綴 旅行依頼・命令・外勤交通費綴（平成２５年度） 京都学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2014 京都学習センター 会計 旅行依頼・命令・外勤交通費綴 旅行依頼・命令・外勤交通費綴（平成２６年度） 京都学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2015 京都学習センター 会計 旅行依頼・命令・外勤交通費綴 旅行依頼・命令・外勤交通費綴（平成２７年度） 京都学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2016 京都学習センター 会計 旅行依頼・命令・外勤交通費綴 旅行依頼・命令・外勤交通費綴（平成２８年度） 京都学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2017 京都学習センター 会計 旅行依頼・命令・外勤交通費綴 旅行依頼・命令・外勤交通費綴（平成２９年度） 京都学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2018 京都学習センター 会計 旅行依頼・命令・外勤交通費綴 旅行依頼・命令・外勤交通費綴（平成３０年度） 京都学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2019 京都学習センター 会計 旅行依頼・命令・外勤交通費綴 旅行依頼・命令・外勤交通費綴（２０１９年度） 京都学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2010 京都学習センター 会計 京都中央郵便局関係（受取人払・後納郵便物）申請綴 京都中央郵便局関係（受取人払・後納郵便物）申請綴（Ｈ２２） 京都学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2011 京都学習センター 会計 京都中央郵便局関係（受取人払・後納郵便物）申請綴 京都中央郵便局関係（受取人払・後納郵便物）申請綴（Ｈ２３） 京都学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2012 京都学習センター 会計 京都中央郵便局関係（受取人払・後納郵便物）申請綴 京都中央郵便局関係（受取人払・後納郵便物）申請綴（Ｈ２４） 京都学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2013 京都学習センター 会計 京都中央郵便局関係（受取人払・後納郵便物）申請綴 京都中央郵便局関係（受取人払・後納郵便物）申請綴（Ｈ２５） 京都学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2014 京都学習センター 会計 京都中央郵便局関係（受取人払・後納郵便物）申請綴 京都中央郵便局関係（受取人払・後納郵便物）申請綴（Ｈ２６） 京都学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2015 京都学習センター 会計 京都中央郵便局関係（受取人払・後納郵便物）申請綴 京都中央郵便局関係（受取人払・後納郵便物）申請綴（Ｈ２７） 京都学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2016 京都学習センター 会計 京都中央郵便局関係（受取人払・後納郵便物）申請綴 京都中央郵便局関係（受取人払・後納郵便物）申請綴（Ｈ２８） 京都学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2010 京都学習センター 会計 契約関係綴 契約関係綴（平成２２年度） 京都学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2011 京都学習センター 会計 契約関係綴 契約関係綴（平成２３年度） 京都学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2012 京都学習センター 会計 契約関係綴 契約関係綴（平成２４年度） 京都学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2013 京都学習センター 会計 契約関係綴 契約関係綴（平成２５年度） 京都学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2014 京都学習センター 会計 契約関係綴 契約関係綴（平成２６年度） 京都学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2015 京都学習センター 会計 契約関係綴 契約関係綴（平成２７年度） 京都学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2016 京都学習センター 会計 契約関係綴 契約関係綴（平成２８年度） 京都学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2017 京都学習センター 会計 契約関係綴 契約関係綴（平成２９年度） 京都学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2018 京都学習センター 会計 契約関係綴 契約関係綴（平成３０年度） 京都学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2019 京都学習センター 会計 契約関係綴 契約関係綴（２０１９年度） 京都学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2010 京都学習センター 会計 現金出納簿 現金出納簿（平成２２年度） 京都学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2011 京都学習センター 会計 現金出納簿 現金出納簿（平成２３年度） 京都学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2012 京都学習センター 会計 現金出納簿・払込報告書関係綴 現金出納簿・払込報告書関係綴（平成２４年度）　 京都学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2013 京都学習センター 会計 現金出納簿・払込報告書関係綴 現金出納簿・払込報告書関係綴（平成２５年度）　 京都学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2014 京都学習センター 会計 現金出納簿・払込報告書関係綴 現金出納簿・払込報告書関係綴（平成２６年度）　 京都学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2015 京都学習センター 会計 現金出納簿・払込報告書関係綴 現金出納簿・払込報告書関係綴（平成２７年度）　 京都学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2016 京都学習センター 会計 現金出納簿・払込報告書関係綴 現金出納簿・払込報告書関係綴（平成２８年度）　 京都学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2017 京都学習センター 会計 現金出納簿・払込報告書関係綴 現金出納簿・払込報告書関係綴（平成２９年度）　 京都学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
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措置結果
2018 京都学習センター 会計 現金出納簿・払込報告書関係綴 現金出納簿・払込報告書関係綴（平成３０年度）　 京都学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2019 京都学習センター 会計 現金出納簿・払込報告書関係綴 現金出納簿・払込報告書関係綴（２０１９年度）　 京都学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2010 京都学習センター 会計 公用郵便物発送票綴 公用郵便物発送票綴（Ｈ２２） 京都学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2011 京都学習センター 会計 公用郵便物発送票綴 公用郵便物発送票綴（Ｈ２３） 京都学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2012 京都学習センター 会計 公用郵便物発送票綴 公用郵便物発送票綴（Ｈ２４） 京都学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2013 京都学習センター 会計 公用郵便物発送票綴 公用郵便物発送票綴（Ｈ２５） 京都学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2014 京都学習センター 会計 公用郵便物発送票綴 公用郵便物発送票綴（Ｈ２６） 京都学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2015 京都学習センター 会計 公用郵便物発送票綴 公用郵便物発送票綴（Ｈ２７） 京都学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2016 京都学習センター 会計 公用郵便物発送票綴 公用郵便物発送票綴（Ｈ２８） 京都学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2017 京都学習センター 会計 公用郵便物発送票綴 平成29年度公用郵便物発送票 京都学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2018 京都学習センター 会計 公用郵便物発送票綴 平成30年度公用郵便物発送票 京都学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2019 京都学習センター 会計 公用郵便物発送票綴 平成31（令和元）年度公用郵便物発送票 京都学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2017 京都学習センター 会計 郵便切手等受払簿 平成29年度郵便切手等受払簿 京都学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2018 京都学習センター 会計 郵便切手等受払簿 平成30年度郵便切手等受払簿 京都学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2019 京都学習センター 会計 郵便切手等受払簿 平成31（令和元）年度郵便切手等受払簿 京都学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2010 京都学習センター 会計 支払伝票 支払伝票（平成２２年度）　 京都学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2011 京都学習センター 会計 支払伝票 支払伝票（平成２３年度）　 京都学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2010 京都学習センター 会計 常備品残高報告書綴 常備品残高報告書綴（Ｈ２２） 京都学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2011 京都学習センター 会計 常備品残高報告書綴 常備品残高報告書綴（Ｈ２３） 京都学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2012 京都学習センター 会計 常備品残高報告書綴 常備品残高報告書綴（Ｈ２４） 京都学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2013 京都学習センター 会計 常備品残高報告書綴 常備品残高報告書綴（Ｈ２５） 京都学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2014 京都学習センター 会計 常備品残高報告書綴 常備品残高報告書綴（Ｈ２６） 京都学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2015 京都学習センター 会計 常備品残高報告書綴 常備品残高報告書綴（Ｈ２７） 京都学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2016 京都学習センター 会計 常備品残高報告書綴 常備品残高報告書綴（Ｈ２８） 京都学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2017 京都学習センター 会計 常備品残高報告書綴 常備品残高報告書綴（Ｈ２９） 京都学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2018 京都学習センター 会計 常備品残高報告書綴 常備品残高報告書平成３０年度 京都学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2019 京都学習センター 会計 常備品残高報告書綴 常備品残高報告書平成３1年(令和元)度 京都学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2010 京都学習センター 会計 証明書発行綴 証明書発行綴（平成２２年度） 京都学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2011 京都学習センター 会計 証明書発行綴 証明書発行綴（平成２３年度） 京都学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2010 京都学習センター 会計 出納員・現金払込書 出納員・現金払込書（平成２２年度） 京都学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2011 京都学習センター 会計 出納員・現金払込書 出納員・現金払込書（平成２３年度） 京都学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2012 京都学習センター 会計 請求書綴 請求書綴（契約書・請書あり）（平成２４年度） 京都学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2012 京都学習センター 会計 請求書綴 請求書綴（契約書・請書なし）（平成２４年度） 京都学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2013 京都学習センター 会計 請求書綴 請求書綴（契約書・請書あり）（平成２５年度） 京都学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2013 京都学習センター 会計 請求書綴 請求書綴（契約書・請書なし）（平成２５年度） 京都学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2014 京都学習センター 会計 請求書綴 請求書綴（契約書・請書あり）（平成２６年度） 京都学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2014 京都学習センター 会計 請求書綴 請求書綴（契約書・請書なし）（平成２６年度） 京都学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2015 京都学習センター 会計 請求書綴 請求書綴（契約書・請書あり）（平成２７年度） 京都学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2015 京都学習センター 会計 請求書綴 請求書綴（契約書・請書なし）（平成２７年度） 京都学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2016 京都学習センター 会計 請求書綴 請求書綴（契約書・請書あり）（平成２８年度） 京都学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2016 京都学習センター 会計 請求書綴 請求書綴（契約書・請書なし）（平成２８年度） 京都学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2017 京都学習センター 会計 請求書綴 請求書綴（契約書・請書あり）（平成２９年度） 京都学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2017 京都学習センター 会計 請求書綴 請求書綴（契約書・請書なし）（平成２９年度） 京都学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2018 京都学習センター 会計 請求書綴 請求書綴（契約書・請書あり）（平成３０年度） 京都学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2018 京都学習センター 会計 請求書綴 請求書綴（契約書・請書なし）（平成３０年度） 京都学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2019 京都学習センター 会計 請求書綴 請求書綴（契約書・請書あり）（２０１９年度） 京都学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2019 京都学習センター 会計 請求書綴 請求書綴（契約書・請書なし）（２０１９年度） 京都学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2010 京都学習センター 会計 前渡資金出納簿 前渡資金出納簿（平成２２年度） 京都学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2011 京都学習センター 会計 前渡資金出納簿 前渡資金出納簿（平成２３年度） 京都学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2010 京都学習センター 会計 前渡資金要求書・精算書 前渡資金要求書・精算書（平成２２年度） 京都学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2011 京都学習センター 会計 前渡資金要求書・精算書 前渡資金要求書・精算書（平成２３年度） 京都学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2012 京都学習センター 会計 単位認定試験に係る実施報告書綴 単位認定試験に係る実施報告書綴（H2４年度） 京都学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2013 京都学習センター 会計 単位認定試験に係る実施報告書綴 単位認定試験に係る実施報告書綴（H25年度） 京都学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2014 京都学習センター 会計 単位認定試験に係る実施報告書綴 単位認定試験に係る実施報告書綴（H２６年度） 京都学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2015 京都学習センター 会計 単位認定試験に係る実施報告書綴 単位認定試験に係る実施報告書綴（H２７年度） 京都学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2016 京都学習センター 会計 単位認定試験に係る実施報告書綴 単位認定試験に係る実施報告書綴（H２８年度） 京都学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2017 京都学習センター 会計 単位認定試験に係る実施報告書綴 単位認定試験実施報告書綴（H２９年度） 京都学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2018 京都学習センター 会計 単位認定試験に係る実施報告書綴 単位認定試験実施報告書綴（H３０年度） 京都学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2019 京都学習センター 会計 単位認定試験に係る実施報告書綴 単位認定試験実施報告書綴（２０１９年度） 京都学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2012 京都学習センター 会計 統計調査関係綴 統計調査関係綴（平成２４年度） 京都学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2013 京都学習センター 会計 統計調査関係綴 統計調査関係綴（平成２５年度） 京都学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2014 京都学習センター 会計 統計調査関係綴 統計調査関係綴（平成２６年度） 京都学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2015 京都学習センター 会計 統計調査関係綴 統計調査関係綴（平成２７年度） 京都学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2016 京都学習センター 会計 統計調査関係綴 統計調査関係綴（平成２８年度） 京都学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2017 京都学習センター 会計 統計調査関係綴 統計調査関係綴（平成２９年度） 京都学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2018 京都学習センター 会計 統計調査関係綴 統計調査関係綴（平成３０年度） 京都学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2019 京都学習センター 会計 統計調査関係綴 統計調査関係綴（２０１９年度） 京都学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2012 京都学習センター 会計 入金実績リスト綴 入金実績リスト綴（平成２４年度） 京都学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2013 京都学習センター 会計 入金実績リスト綴 入金実績リスト綴（平成２５年度） 京都学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
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措置結果
2014 京都学習センター 会計 入金実績リスト綴 入金実績リスト綴（平成２６年度） 京都学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2015 京都学習センター 会計 入金実績リスト綴 入金実績リスト綴（平成２７年度） 京都学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2016 京都学習センター 会計 入金実績リスト綴 入金実績リスト綴（平成２８年度） 京都学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2017 京都学習センター 会計 入金実績リスト綴 入金実績リスト綴（平成２９年度） 京都学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2018 京都学習センター 会計 入金実績リスト綴 入金実績リスト綴（平成３０年度） 京都学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2019 京都学習センター 会計 入金実績リスト綴 入金実績リスト綴（２０１９年度） 京都学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2012 京都学習センター 会計 物品供用簿・物品管理関係綴 物品供用簿・物品管理関係綴（平成２４年度） 京都学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2013 京都学習センター 会計 物品供用簿・物品管理関係綴 物品供用簿・物品管理関係綴（平成２５年度） 京都学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2014 京都学習センター 会計 物品供用簿・物品管理関係綴 物品供用簿・物品管理関係綴（平成２６年度） 京都学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2015 京都学習センター 会計 物品供用簿・物品管理関係綴 物品供用簿・物品管理関係綴（平成２７年度） 京都学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2010 京都学習センター 会計 物品供用簿・物品管理関係綴 物品供用簿・物品取得及び修繕（役務）請求書（平成２２年度） 京都学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2011 京都学習センター 会計 物品供用簿・物品管理関係綴 物品供用簿・物品取得及び修繕（役務）請求書（平成２３年度） 京都学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2016 京都学習センター 会計 物品供用簿・物品管理関係綴 物品供用簿・物品管理関係綴（平成２８年度） 京都学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2017 京都学習センター 会計 物品供用簿・物品管理関係綴 物品供用簿・物品管理関係綴（平成２９年度） 京都学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2018 京都学習センター 会計 物品供用簿・物品管理関係綴 物品供用簿・物品管理関係綴（平成３０年度） 京都学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2019 京都学習センター 会計 物品供用簿・物品管理関係綴 物品供用簿・物品管理関係綴（２０１９年度） 京都学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2012 京都学習センター 会計 前渡資金・謝金賃金・立替払綴 前渡資金・謝金賃金・立替払綴（平成２４年度） 京都学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2013 京都学習センター 会計 前渡資金・謝金賃金・立替払綴 前渡資金・謝金賃金・立替払綴（平成２５年度） 京都学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2014 京都学習センター 会計 前渡資金・謝金賃金・立替払綴 前渡資金・謝金賃金・立替払綴（平成２６年度） 京都学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2015 京都学習センター 会計 前渡資金・謝金賃金・立替払綴 前渡資金・謝金賃金・立替払綴（平成２７年度） 京都学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2016 京都学習センター 会計 前渡資金・謝金賃金・立替払綴 前渡資金・謝金賃金・立替払綴（平成２８年度） 京都学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2017 京都学習センター 会計 前渡資金・謝金賃金・立替払綴 前渡資金・謝金賃金・立替払綴（平成２９年度） 京都学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2018 京都学習センター 会計 前渡資金・謝金賃金・立替払綴 前渡資金・謝金賃金・立替払綴（平成３０年度） 京都学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2019 京都学習センター 会計 前渡資金・謝金賃金・立替払綴 前渡資金・謝金賃金・立替払綴（２０１９年度） 京都学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2012 京都学習センター 会計 面接授業追加申請（ＫＡＳＤ） 面接授業追加申請（ＫＡＳＤ）（平成２４年度） 京都学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2013 京都学習センター 会計 面接授業追加申請（ＫＡＳＤ） 面接授業追加申請（ＫＡＳＤ）（平成２５年度） 京都学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2014 京都学習センター 会計 面接授業追加申請（ＫＡＳＤ） 面接授業追加申請（ＫＡＳＤ）（平成２６年度） 京都学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2015 京都学習センター 会計 面接授業追加申請（ＫＡＳＤ） 面接授業追加申請（ＫＡＳＤ）（平成２７年度） 京都学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2016 京都学習センター 会計 面接授業追加申請（ＫＡＳＤ） 面接授業追加申請（ＫＡＳＤ）（平成２８年度） 京都学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2012 京都学習センター 会計 面接授業追加申請（京都ＳＣ） 面接授業追加申請（京都ＳＣ）（平成２４年度） 京都学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2013 京都学習センター 会計 面接授業追加申請（京都ＳＣ） 面接授業追加申請（京都ＳＣ）（平成２５年度） 京都学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2014 京都学習センター 会計 面接授業追加申請（京都ＳＣ） 面接授業追加申請（京都ＳＣ）（平成２６年度） 京都学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2015 京都学習センター 会計 面接授業追加申請（京都ＳＣ） 面接授業追加申請（京都ＳＣ）（平成２７年度） 京都学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2016 京都学習センター 会計 面接授業追加申請（京都ＳＣ） 面接授業追加申請（京都ＳＣ）（平成２８年度） 京都学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2017 京都学習センター 会計 面接授業追加申請（京都ＳＣ） 面接授業追加申請（京都ＳＣ）（平成２９年度） 京都学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2018 京都学習センター 会計 面接授業追加申請（京都ＳＣ） 面接授業追加申請（京都ＳＣ）（平成３０年度） 京都学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2019 京都学習センター 会計 面接授業追加申請（京都ＳＣ） 面接授業追加申請（京都ＳＣ）（２０１９年度） 京都学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2012 京都学習センター 会計 予算示達関係綴 予算示達関係綴（平成２４年度） 京都学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2013 京都学習センター 会計 予算示達関係綴 予算示達関係綴（平成２５年度） 京都学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2014 京都学習センター 会計 予算示達関係綴 予算示達関係綴（平成２６年度） 京都学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2015 京都学習センター 会計 予算示達関係綴 予算示達関係綴（平成２７年度） 京都学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2016 京都学習センター 会計 予算示達関係綴 予算示達関係綴（平成２８年度） 京都学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2017 京都学習センター 会計 予算示達関係綴 予算示達関係綴（平成２９年度） 京都学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2018 京都学習センター 会計 予算示達関係綴 予算示達関係綴（平成３０年度） 京都学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2019 京都学習センター 会計 予算示達関係綴 予算示達関係綴（２０１９年度） 京都学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2010 京都学習センター 会計 予算示達書・予算執行計画書 予算示達書・予算執行計画書（平成２２年度） 京都学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2011 京都学習センター 会計 予算示達書・予算執行計画書 予算示達書・予算執行計画書（平成２３年度） 京都学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2010 京都学習センター 会計 料金受取人払後納郵便物受領綴 料金受取人払後納郵便物受領綴（Ｈ２２） 京都学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2011 京都学習センター 会計 料金受取人払後納郵便物受領綴 料金受取人払後納郵便物受領綴（Ｈ２３） 京都学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2012 京都学習センター 会計 料金受取人払後納郵便物受領綴 料金受取人払後納郵便物受領綴（Ｈ２４） 京都学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2013 京都学習センター 会計 料金受取人払後納郵便物受領綴 料金受取人払後納郵便物受領綴（Ｈ２５） 京都学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2014 京都学習センター 会計 料金受取人払後納郵便物受領綴 料金受取人払後納郵便物受領綴（Ｈ２６） 京都学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2015 京都学習センター 会計 料金受取人払後納郵便物受領綴 料金受取人払後納郵便物受領綴（Ｈ２７） 京都学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2016 京都学習センター 会計 料金受取人払後納郵便物受領綴 料金受取人払後納郵便物受領綴（Ｈ２８） 京都学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2010 京都学習センター 会計 料金後納郵便物差出票綴 料金後納郵便物差出票綴（Ｈ２２） 京都学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2011 京都学習センター 会計 料金後納郵便物差出票綴 料金後納郵便物差出票綴（Ｈ２３） 京都学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2012 京都学習センター 会計 料金後納郵便物差出票綴 料金後納郵便物差出票綴（Ｈ２４） 京都学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2013 京都学習センター 会計 料金後納郵便物差出票綴 料金後納郵便物差出票綴（Ｈ２５） 京都学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2014 京都学習センター 会計 料金後納郵便物差出票綴 料金後納郵便物差出票綴（Ｈ２６） 京都学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2015 京都学習センター 会計 料金後納郵便物差出票綴 料金後納郵便物差出票綴（Ｈ２７） 京都学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2016 京都学習センター 会計 料金後納郵便物差出票綴 料金後納郵便物差出票綴（Ｈ２８） 京都学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2017 京都学習センター 会計 料金後納郵便物差出票綴 平成29年度料金後納郵便物差出票 京都学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2018 京都学習センター 会計 料金後納郵便物差出票綴 平成30年度後納郵便物関係 京都学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2019 京都学習センター 会計 料金後納郵便物差出票綴 平成31（令和元）年度後納郵便物関係 京都学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2012 京都学習センター 会計 証明書発行控綴 証明書発行控綴（平成２４年度） 京都学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2013 京都学習センター 会計 証明書発行控綴 証明書発行控綴（平成２５年度） 京都学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2014 京都学習センター 会計 証明書発行控綴 証明書発行控綴（平成２６年度） 京都学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2015 京都学習センター 会計 証明書発行控綴 証明書発行控綴（平成２７年度） 京都学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2016 京都学習センター 会計 証明書発行控綴 証明書発行控綴（平成２８年度） 京都学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
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2017 京都学習センター 会計 証明書発行控綴 証明書発行控綴（平成２９年度） 京都学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2018 京都学習センター 会計 証明書発行控綴 証明書発行控綴（平成３０年度） 京都学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2019 京都学習センター 会計 証明書発行控綴 証明書発行控綴（令和元年度） 京都学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 京都学習センター 京都学習センター事務長 廃棄
2014 大阪学習センター 会計 印刷教材申込書 印刷教材申込書（平成26年度） 大阪学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 会計係 廃棄
2015 大阪学習センター 会計 印刷教材申込書 印刷教材申込書（平成27年度） 大阪学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 会計係 廃棄
2016 大阪学習センター 会計 印刷教材申込書 印刷教材申込書（平成28年度） 大阪学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 会計係 廃棄
2017 大阪学習センター 会計 印刷教材申込書 印刷教材申込書（平成29年度） 大阪学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 会計係 廃棄
2018 大阪学習センター 会計 印刷教材申込書 印刷教材申込書（平成30年度） 大阪学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 会計係 廃棄
2019 大阪学習センター 会計 印刷教材申込書 印刷教材申込書（平成31年度） 大阪学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 会計係 廃棄
2010 大阪学習センター 会計 運送・郵便・電話・タクシー・清掃・警備等本部支払関係書 運送・郵便・電話・タクシー・清掃・警備等本部支払関係書（平成２２年度） 大阪学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 会計係 廃棄
2011 大阪学習センター 会計 運送・郵便・電話・タクシー・清掃・警備等本部支払関係書 運送・郵便・電話・タクシー・清掃・警備等本部支払関係書（平成２３年度） 大阪学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 会計係 廃棄
2012 大阪学習センター 会計 運送・郵便・電話・タクシー・清掃・警備等本部支払関係書 運送・郵便・電話・タクシー・清掃・警備等本部支払関係書（平成２４年度） 大阪学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 会計係 廃棄
2013 大阪学習センター 会計 運送・郵便・電話・タクシー・清掃・警備等本部支払関係書 運送・郵便・電話・タクシー・清掃・警備等本部支払関係書（平成２５年度） 大阪学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 会計係 廃棄
2013 大阪学習センター 会計 運送・郵便・電話・タクシー・清掃・警備等本部支払関係書 現金払込書・現金払込仕訳書（平成２５年度） 大阪学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 会計係 廃棄
2014 大阪学習センター 会計 運送・郵便・電話・タクシー・清掃・警備等本部支払関係書 運送・郵便・電話・タクシー・清掃・警備等本部支払関係書（平成26年度） 大阪学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 会計係 廃棄
2014 大阪学習センター 会計 運送・郵便・電話・タクシー・清掃・警備等本部支払関係書 現金払込書・現金払込仕訳書（平成26年度） 大阪学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 会計係 廃棄
2015 大阪学習センター 会計 運送・郵便・電話・タクシー・清掃・警備等本部支払関係書 運送・郵便・電話・タクシー・清掃・警備等本部支払関係書（平成27年度） 大阪学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 会計係 廃棄
2015 大阪学習センター 会計 運送・郵便・電話・タクシー・清掃・警備等本部支払関係書 現金払込書・現金払込仕訳書（平成27年度） 大阪学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 会計係 廃棄
2016 大阪学習センター 会計 運送・郵便・電話・タクシー・清掃・警備等本部支払関係書 運送・郵便・電話・タクシー・清掃・警備等本部支払関係書（平成28年度） 大阪学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 会計係 廃棄
2016 大阪学習センター 会計 運送・郵便・電話・タクシー・清掃・警備等本部支払関係書 現金払込書・現金払込仕訳書（平成28年度） 大阪学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 会計係 廃棄
2017 大阪学習センター 会計 運送・郵便・電話・タクシー・清掃・警備等本部支払関係書 運送・郵便・電話・タクシー・清掃・警備等本部支払関係書（平成29年度） 大阪学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 会計係 廃棄
2017 大阪学習センター 会計 運送・郵便・電話・タクシー・清掃・警備等本部支払関係書 現金払込書・現金払込仕訳書（平成29年度） 大阪学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 会計係 廃棄
2014 大阪学習センター 会計 学生教育研究災害傷害保険領収証書控 学生教育研究災害傷害保険領収証書控（平成26年度） 大阪学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 会計係 廃棄
2015 大阪学習センター 会計 学生教育研究災害傷害保険領収証書控 学生教育研究災害傷害保険領収証書控（平成27年度） 大阪学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 会計係 廃棄
2016 大阪学習センター 会計 学生教育研究災害傷害保険領収証書控 学生教育研究災害傷害保険領収証書控（平成28年度） 大阪学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 会計係 廃棄
2017 大阪学習センター 会計 学生教育研究災害傷害保険領収証書控 学生教育研究災害傷害保険領収証書控（平成29年度） 大阪学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 会計係 廃棄
2018 大阪学習センター 会計 学生教育研究災害傷害保険領収証書控 学生教育研究災害傷害保険領収証書控（平成30年度） 大阪学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 会計係 廃棄
2019 大阪学習センター 会計 学生教育研究災害傷害保険領収証書控 学生教育研究災害傷害保険領収証書控（平成31年度） 大阪学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 会計係 廃棄
2014 大阪学習センター 会計 学生証再発行証明書発行領収書控 学生証再発行証明書発行領収書控（平成26年度） 大阪学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 会計係 廃棄
2015 大阪学習センター 会計 学生証再発行証明書発行領収書控 学生証再発行証明書発行領収書控（平成27年度） 大阪学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 会計係 廃棄
2016 大阪学習センター 会計 学生証再発行証明書発行領収書控 学生証再発行証明書発行領収書控（平成28年度） 大阪学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 会計係 廃棄
2017 大阪学習センター 会計 学生証再発行証明書発行領収書控 学生証再発行証明書発行領収書控（平成29年度） 大阪学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 会計係 廃棄
2018 大阪学習センター 会計 学生証再発行証明書発行領収書控 学生証再発行証明書発行領収書控（平成30年度） 大阪学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 会計係 廃棄
2019 大阪学習センター 会計 学生証再発行証明書発行領収書控 学生証再発行証明書発行領収書控（平成31年度） 大阪学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 会計係 廃棄
2014 大阪学習センター 会計 契約書・請書・仕様書（年間契約） 契約書・請書・仕様書（年間契約）（平成26年度） 大阪学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 会計係 廃棄
2015 大阪学習センター 会計 契約書・請書・仕様書（年間契約） 契約書・請書・仕様書（年間契約）（平成27年度） 大阪学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 会計係 廃棄
2016 大阪学習センター 会計 契約書・請書・仕様書（年間契約） 契約書・請書・仕様書（年間契約）（平成28年度） 大阪学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 会計係 廃棄
2017 大阪学習センター 会計 契約書・請書・仕様書（年間契約） 契約書・請書・仕様書（年間契約）（平成29年度） 大阪学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 会計係 廃棄
2018 大阪学習センター 会計 契約書・請書・仕様書（年間契約） 契約書・請書・仕様書（年間契約）（平成30年度） 大阪学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 会計係 廃棄
2019 大阪学習センター 会計 契約書・請書・仕様書（年間契約） 契約書・請書・仕様書（年間契約）（平成31年度） 大阪学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 会計係 廃棄
2015 大阪学習センター 会計 建物・設備、整備保守点検関係書 建物・設備、整備保守点検関係書（平成27年度） 大阪学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 会計係 廃棄
2016 大阪学習センター 会計 建物・設備、整備保守点検関係書 建物・設備、整備保守点検関係書（平成28年度） 大阪学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 会計係 廃棄
2017 大阪学習センター 会計 建物・設備、整備保守点検関係書 建物・設備、整備保守点検関係書（平成29年度） 大阪学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 会計係 廃棄
2018 大阪学習センター 会計 建物・設備、整備保守点検関係書 施設関係（平成30年度） 大阪学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 会計係 廃棄
2019 大阪学習センター 会計 建物・設備、整備保守点検関係書 施設関係（平成31年度） 大阪学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 会計係 廃棄
2010 大阪学習センター 会計 現金出納簿 現金出納簿（平成22年度） 大阪学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 会計係 廃棄
2011 大阪学習センター 会計 現金出納簿 現金出納簿（平成23年度） 大阪学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 会計係 廃棄
2012 大阪学習センター 会計 現金出納簿 現金出納簿（平成24年度） 大阪学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 会計係 廃棄
2013 大阪学習センター 会計 現金出納簿 現金出納簿（平成25年度） 大阪学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 会計係 廃棄
2014 大阪学習センター 会計 現金出納簿 現金出納簿（平成26年度） 大阪学習センター事務長 2015/4/1 11年 2025/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 会計係 廃棄
2015 大阪学習センター 会計 現金出納簿 現金出納簿（平成27年度） 大阪学習センター事務長 2016/4/1 12年 2026/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 会計係 廃棄
2016 大阪学習センター 会計 現金出納簿 現金出納簿（平成28年度） 大阪学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 会計係 廃棄
2017 大阪学習センター 会計 現金出納簿 現金出納簿（平成29年度） 大阪学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 会計係 廃棄
2018 大阪学習センター 会計 現金出納簿 現金出納簿（平成30年度） 大阪学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 会計係 廃棄
2019 大阪学習センター 会計 現金出納簿 現金出納簿（平成31年度） 大阪学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 会計係 廃棄
2014 大阪学習センター 会計 現金払込書 現金払込書（平成26年度） 大阪学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 会計係 廃棄
2015 大阪学習センター 会計 現金払込書 現金払込書（平成27年度） 大阪学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 会計係 廃棄
2016 大阪学習センター 会計 現金払込書 現金払込書（平成28年度） 大阪学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 会計係 廃棄
2017 大阪学習センター 会計 現金払込書 現金払込書（平成29年度） 大阪学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 会計係 廃棄
2010 大阪学習センター 会計 現金払込書・現金払込仕訳書 現金払込書・現金払込仕訳書（平成２２年度） 大阪学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 会計係 廃棄
2011 大阪学習センター 会計 現金払込書・現金払込仕訳書 現金払込書・現金払込仕訳書（平成２３年度） 大阪学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 会計係 廃棄
2012 大阪学習センター 会計 現金払込書・現金払込仕訳書 現金払込書・現金払込仕訳書（平成２４年度） 大阪学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 会計係 廃棄
2017 大阪学習センター 施設 施設関係 施設関係（平成29年度） 大阪学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 会計係 廃棄
2018 大阪学習センター 施設 施設関係 施設関係（平成30年度） 大阪学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 会計係 廃棄
2019 大阪学習センター 施設 施設関係 施設関係（平成31年度） 大阪学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 会計係 廃棄
2014 大阪学習センター 会計 謝金関係 謝金関係（平成26年度） 大阪学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 会計係 廃棄
2015 大阪学習センター 会計 謝金関係 謝金関係（平成27年度） 大阪学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 会計係 廃棄
2016 大阪学習センター 会計 謝金関係 謝金関係（平成28年度） 大阪学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 会計係 廃棄
2017 大阪学習センター 会計 謝金関係 謝金関係（平成29年度） 大阪学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 会計係 廃棄
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2018 大阪学習センター 会計 謝金関係 謝金・賃金関係（平成30年度） 大阪学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 会計係 廃棄
2019 大阪学習センター 会計 謝金関係 謝金・賃金関係（平成31年度） 大阪学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 会計係 廃棄
2017 大阪学習センター 会計 車両・二輪車入構許可証交付申請関係 車両・二輪車入構許可証交付申請関係（平成29年度） 大阪学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 会計係 廃棄
2018 大阪学習センター 会計 車両・二輪車入構許可証交付申請関係 車両・二輪車入構許可証交付申請関係（平成30年度） 大阪学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 会計係 廃棄
2019 大阪学習センター 会計 車両・二輪車入構許可証交付申請関係 車両・二輪車入構許可証交付申請関係（平成31年度） 大阪学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 会計係 廃棄
2014 大阪学習センター 会計 収入関係 収入関係（平成26年度） 大阪学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 会計係 廃棄
2015 大阪学習センター 会計 収入関係 収入関係（平成27年度） 大阪学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 会計係 廃棄
2016 大阪学習センター 会計 収入関係 収入関係（平成28年度） 大阪学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 会計係 廃棄
2017 大阪学習センター 会計 収入関係 収入関係（平成29年度） 大阪学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 会計係 廃棄
2018 大阪学習センター 会計 収入関係・現金払込書 現金払込書（平成30年度） 大阪学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 会計係 廃棄
2019 大阪学習センター 会計 収入関係・現金払込書 現金払込書（平成31年度） 大阪学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 会計係 廃棄
2014 大阪学習センター 会計 証明書発行領収書控 証明書発行領収書控（平成26年度） 大阪学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 会計係 廃棄
2015 大阪学習センター 会計 証明書発行領収書控 証明書発行領収書控（平成27年度） 大阪学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 会計係 廃棄
2016 大阪学習センター 会計 証明書発行領収書控 証明書発行領収書控（平成28年度） 大阪学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 会計係 廃棄
2017 大阪学習センター 会計 証明書発行領収書控 証明書発行領収書控（平成29年度） 大阪学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 会計係 廃棄
2018 大阪学習センター 会計 証明書発行領収書控 証明書発行領収書控（平成30年度） 大阪学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 会計係 廃棄
2019 大阪学習センター 会計 証明書発行領収書控 証明書発行領収書控（平成31年度） 大阪学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 会計係 廃棄
2014 大阪学習センター 会計 図書関係（文献複写申込書・控） 図書関係（文献複写申込書・控）（平成26年度） 大阪学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 会計係 廃棄
2015 大阪学習センター 会計 図書関係（文献複写申込書・控） 図書関係（文献複写申込書・控）（平成27年度） 大阪学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 会計係 廃棄
2016 大阪学習センター 会計 図書関係（文献複写申込書・控） 図書関係（文献複写申込書・控）（平成28年度） 大阪学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 会計係 廃棄
2017 大阪学習センター 会計 図書関係（文献複写申込書・控） 図書関係（文献複写申込書・控）（平成29年度） 大阪学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 会計係 廃棄
2018 大阪学習センター 会計 清掃・警備等本部支払関係書 清掃・警備業務支払関係（平成30年度） 大阪学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 会計係 廃棄
2019 大阪学習センター 会計 清掃・警備等本部支払関係書 清掃・警備業務支払関係（平成31年度） 大阪学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 会計係 廃棄
2010 大阪学習センター 会計 設備備品要求・調査等関係書 設備備品要求・調査等関係書（平成22年度） 大阪学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 会計係 廃棄
2011 大阪学習センター 会計 設備備品要求・調査等関係書 設備備品要求・調査等関係書（平成23年度） 大阪学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 会計係 廃棄
2012 大阪学習センター 会計 設備備品要求・調査等関係書 設備備品要求・調査等関係書（平成24年度） 大阪学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 会計係 廃棄
2013 大阪学習センター 会計 設備備品要求・調査等関係書 設備備品要求・調査等関係書（平成25年度） 大阪学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 会計係 廃棄
2014 大阪学習センター 会計 設備備品要求・調査等関係書 設備備品要求・調査等関係書（平成26年度） 大阪学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 会計係 廃棄
2015 大阪学習センター 会計 設備備品要求・調査等関係書 設備備品要求・調査等関係書（平成27年度） 大阪学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 会計係 廃棄
2016 大阪学習センター 会計 設備備品要求・調査等関係書 設備備品要求・調査等関係書（平成28年度） 大阪学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 会計係 廃棄
2017 大阪学習センター 会計 設備備品要求・調査等関係書 設備備品要求・調査等関係書（平成29年度） 大阪学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 会計係 廃棄
2014 大阪学習センター 会計 前渡資金関係 前渡資金関係（平成26年度） 大阪学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 会計係 廃棄
2015 大阪学習センター 会計 前渡資金関係 前渡資金関係（平成27年度） 大阪学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 会計係 廃棄
2016 大阪学習センター 会計 前渡資金関係 前渡資金関係（平成28年度） 大阪学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 会計係 廃棄
2017 大阪学習センター 会計 前渡資金関係 前渡資金関係（平成29年度） 大阪学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 会計係 廃棄
2010 大阪学習センター 会計 前渡資金出納簿 前渡資金出納簿（平成22年度） 大阪学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 会計係 廃棄
2011 大阪学習センター 会計 前渡資金出納簿 前渡資金出納簿（平成23年度） 大阪学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 会計係 廃棄
2012 大阪学習センター 会計 前渡資金出納簿 前渡資金出納簿（平成24年度） 大阪学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 会計係 廃棄
2013 大阪学習センター 会計 前渡資金出納簿 前渡資金出納簿（平成25年度） 大阪学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 会計係 廃棄
2014 大阪学習センター 会計 前渡資金出納簿 前渡資金出納簿（平成26年度） 大阪学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 会計係 廃棄
2015 大阪学習センター 会計 前渡資金出納簿 前渡資金出納簿（平成27年度） 大阪学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 会計係 廃棄
2016 大阪学習センター 会計 前渡資金出納簿 前渡資金出納簿（平成28年度） 大阪学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 会計係 廃棄
2017 大阪学習センター 会計 前渡資金出納簿 前渡資金出納簿（平成29年度） 大阪学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 会計係 廃棄
2018 大阪学習センター 会計 前渡資金出納簿 前渡資金出納簿（平成30年度） 大阪学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 会計係 廃棄
2019 大阪学習センター 会計 前渡資金出納簿 前渡資金出納簿（平成31年度） 大阪学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 会計係 廃棄
2010 大阪学習センター 会計 前渡資金要求・精算書 前渡資金要求・精算書（平成22年度） 大阪学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 会計係 廃棄
2011 大阪学習センター 会計 前渡資金要求・精算書 前渡資金要求・精算書（平成23年度） 大阪学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 会計係 廃棄
2012 大阪学習センター 会計 前渡資金要求・精算書 前渡資金要求・精算書（平成24年度） 大阪学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 会計係 廃棄
2013 大阪学習センター 会計 前渡資金要求・精算書 前渡資金要求・精算書（平成25年度） 大阪学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 会計係 廃棄
2014 大阪学習センター 会計 前渡資金要求・精算書 前渡資金要求・精算書（平成26年度） 大阪学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 会計係 廃棄
2015 大阪学習センター 会計 前渡資金要求・精算書 前渡資金要求・精算書（平成27年度） 大阪学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 会計係 廃棄
2016 大阪学習センター 会計 前渡資金要求・精算書 前渡資金要求・精算書（平成28年度） 大阪学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 会計係 廃棄
2017 大阪学習センター 会計 前渡資金要求・精算書 前渡資金要求・精算書（平成29年度） 大阪学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 会計係 廃棄
2018 大阪学習センター 会計 前渡資金要求・精算書 前渡資金関係（平成30年度） 大阪学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 会計係 廃棄
2019 大阪学習センター 会計 前渡資金要求・精算書 前渡資金関係（平成31年度） 大阪学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 会計係 廃棄
2014 大阪学習センター 会計 発注関係 発注関係（平成26年度） 大阪学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 会計係 廃棄
2015 大阪学習センター 会計 発注関係 発注関係（平成27年度） 大阪学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 会計係 廃棄
2016 大阪学習センター 会計 発注関係 発注関係（平成28年度） 大阪学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 会計係 廃棄
2017 大阪学習センター 会計 発注関係 発注関係（平成29年度） 大阪学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 会計係 廃棄
2018 大阪学習センター 会計 発注関係 発注関係（平成30年度） 大阪学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 会計係 廃棄
2019 大阪学習センター 会計 発注関係 発注関係（平成31年度） 大阪学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 会計係 廃棄
2013 大阪学習センター 会計 物品管理関係 物品管理関係（平成26年度） 大阪学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 会計係 廃棄
2014 大阪学習センター 会計 物品管理関係 物品管理関係（平成27年度） 大阪学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 会計係 廃棄
2015 大阪学習センター 会計 物品管理関係 物品管理関係（平成28年度） 大阪学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 会計係 廃棄
2016 大阪学習センター 会計 物品管理関係 物品管理関係（平成29年度） 大阪学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 会計係 廃棄
2017 大阪学習センター 会計 物品管理関係 物品管理関係（平成30年度） 大阪学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 会計係 廃棄
2010 大阪学習センター 会計 物品供用簿 物品供用簿（平成22年度） 大阪学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 会計係 廃棄
2011 大阪学習センター 会計 物品供用簿 物品供用簿（平成23年度） 大阪学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 会計係 廃棄
2012 大阪学習センター 会計 物品供用簿 物品供用簿（平成24年度） 大阪学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 会計係 廃棄
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措置結果
2013 大阪学習センター 会計 物品供用簿 物品供用簿（平成25年度） 大阪学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 会計係 廃棄
2014 大阪学習センター 会計 物品供用簿 物品供用簿（平成26年度） 大阪学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 会計係 廃棄
2015 大阪学習センター 会計 物品供用簿 物品供用簿（平成27年度） 大阪学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 会計係 廃棄
2016 大阪学習センター 会計 物品供用簿 物品供用簿（平成28年度） 大阪学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 会計係 廃棄
2017 大阪学習センター 会計 物品供用簿 物品供用簿（平成29年度） 大阪学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 会計係 廃棄
2010 大阪学習センター 会計 物品取得及び修繕（役務）通知書 物品取得及び修繕（役務）通知書（平成２２年度） 大阪学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 会計係 廃棄
2011 大阪学習センター 会計 物品取得及び修繕（役務）通知書 物品取得及び修繕（役務）通知書（平成２３年度） 大阪学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 会計係 廃棄
2012 大阪学習センター 会計 物品取得及び修繕（役務）通知書 物品取得及び修繕（役務）通知書（平成２４年度） 大阪学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 会計係 廃棄
2014 大阪学習センター 会計 文献複写等領収証書控 文献複写等領収証書控（平成26年度） 大阪学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 会計係 廃棄
2015 大阪学習センター 会計 文献複写等領収証書控 文献複写等領収証書控（平成27年度） 大阪学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 会計係 廃棄
2016 大阪学習センター 会計 文献複写等領収証書控 文献複写等領収証書控（平成28年度） 大阪学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 会計係 廃棄
2017 大阪学習センター 会計 文献複写等領収証書控 文献複写等領収証書控（平成29年度） 大阪学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 会計係 廃棄
2018 大阪学習センター 会計 文献複写等領収証書控 文献複写等領収証書控（平成30年度） 大阪学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 会計係 廃棄
2019 大阪学習センター 会計 文献複写等領収証書控 文献複写等領収証書控（平成31年度） 大阪学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 会計係 廃棄
2014 大阪学習センター 会計 面接事業追加登録申請書 面接事業追加登録申請書（平成26年度） 大阪学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 会計係 廃棄
2015 大阪学習センター 会計 面接事業追加登録申請書 面接事業追加登録申請書（平成27年度） 大阪学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 会計係 廃棄
2016 大阪学習センター 会計 面接事業追加登録申請書 面接事業追加登録申請書（平成28年度） 大阪学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 会計係 廃棄
2017 大阪学習センター 会計 面接事業追加登録申請書 面接事業追加登録申請書（平成29年度） 大阪学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 会計係 廃棄
2014 大阪学習センター 会計 面接事業追加登録領収書 面接事業追加登録領収書（平成26年度） 大阪学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 会計係 廃棄
2015 大阪学習センター 会計 面接事業追加登録領収書 面接事業追加登録領収書（平成27年度） 大阪学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 会計係 廃棄
2016 大阪学習センター 会計 面接事業追加登録領収書 面接事業追加登録領収書（平成28年度） 大阪学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 会計係 廃棄
2017 大阪学習センター 会計 面接事業追加登録領収書 面接事業追加登録領収書（平成29年度） 大阪学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 会計係 廃棄
2018 大阪学習センター 会計 面接事業追加登録領収書 面接事業追加登録領収書（平成30年度） 大阪学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 会計係 廃棄
2019 大阪学習センター 会計 面接事業追加登録領収書 面接事業追加登録領収書（平成31年度） 大阪学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 会計係 廃棄
2014 大阪学習センター 会計 有料広告 有料広告（平成26年度） 大阪学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 会計係 廃棄
2015 大阪学習センター 会計 有料広告 有料広告（平成27年度） 大阪学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 会計係 廃棄
2016 大阪学習センター 会計 有料広告 有料広告（平成28年度） 大阪学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 会計係 廃棄
2017 大阪学習センター 会計 有料広告 有料広告（平成29年度） 大阪学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 会計係 廃棄
2018 大阪学習センター 会計 有料広告 有料広告（平成30年度） 大阪学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 会計係 廃棄
2019 大阪学習センター 会計 有料広告 有料広告（平成31年度） 大阪学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 会計係 廃棄
2014 大阪学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等受払簿（平成26年度） 大阪学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 会計係 廃棄
2015 大阪学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等受払簿（平成27年度） 大阪学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 会計係 廃棄
2016 大阪学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等受払簿（平成28年度） 大阪学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 会計係 廃棄
2017 大阪学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等受払簿（平成29年度） 大阪学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 会計係 廃棄
2018 大阪学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等受払簿（平成30年度） 大阪学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 会計係 廃棄
2019 大阪学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等受払簿（平成31年度） 大阪学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 会計係 廃棄
2014 大阪学習センター 会計 予算・要求・配分 予算・要求・配分（平成26年度） 大阪学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 会計係 廃棄
2015 大阪学習センター 会計 予算・要求・配分 予算・要求・配分（平成27年度） 大阪学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 会計係 廃棄
2016 大阪学習センター 会計 予算・要求・配分 予算・要求・配分（平成28年度） 大阪学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 会計係 廃棄
2017 大阪学習センター 会計 予算・要求・配分 予算・要求・配分（平成29年度） 大阪学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 会計係 廃棄
2010 大阪学習センター 会計 予算執行計画書 予算執行計画書（平成22年度） 大阪学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 会計係 廃棄
2011 大阪学習センター 会計 予算執行計画書 予算執行計画書（平成23年度） 大阪学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 会計係 廃棄
2012 大阪学習センター 会計 予算執行計画書 予算執行計画書（平成24年度） 大阪学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 会計係 廃棄
2013 大阪学習センター 会計 予算執行計画書 予算執行計画書（平成25年度） 大阪学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 会計係 廃棄
2014 大阪学習センター 会計 予算執行計画書 予算執行計画書（平成26年度） 大阪学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 会計係 廃棄
2015 大阪学習センター 会計 予算執行計画書 予算執行計画書（平成27年度） 大阪学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 会計係 廃棄
2016 大阪学習センター 会計 予算執行計画書 予算執行計画書（平成28年度） 大阪学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 会計係 廃棄
2017 大阪学習センター 会計 予算執行計画書 予算執行計画書（平成29年度） 大阪学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 会計係 廃棄
2018 大阪学習センター 会計 予算執行計画書・要求・配分 予算関係（平成30年度） 大阪学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 会計係 廃棄
2019 大阪学習センター 会計 予算執行計画書・要求・配分 予算関係（平成31年度） 大阪学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 会計係 廃棄
2014 大阪学習センター 会計 旅行・外勤関係 旅行・外勤関係（平成26年度） 大阪学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 会計係 廃棄
2015 大阪学習センター 会計 旅行・外勤関係 旅行・外勤関係（平成27年度） 大阪学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 会計係 廃棄
2016 大阪学習センター 会計 旅行・外勤関係 旅行・外勤関係（平成28年度） 大阪学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 会計係 廃棄
2017 大阪学習センター 会計 旅行・外勤関係 旅行・外勤関係（平成29年度） 大阪学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 会計係 廃棄
2018 大阪学習センター 会計 旅行・外勤関係 旅行・外勤関係（平成30年度） 大阪学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 会計係 廃棄
2019 大阪学習センター 会計 旅行・外勤関係 旅行・外勤関係（平成31年度） 大阪学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 会計係 廃棄
2010 大阪学習センター 庶務 旅行命令・依頼書 旅行命令・依頼書（平成22年度） 大阪学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 会計係 廃棄
2011 大阪学習センター 庶務 旅行命令・依頼書 旅行命令・依頼書（平成23年度） 大阪学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 会計係 廃棄
2012 大阪学習センター 庶務 旅行命令・依頼書 旅行命令・依頼書（平成24年度） 大阪学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 会計係 廃棄
2013 大阪学習センター 庶務 旅行命令・依頼書 旅行命令・依頼書（平成25年度） 大阪学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 会計係 廃棄
2014 大阪学習センター 庶務 旅行命令・依頼書 旅行命令・依頼書（平成26年度） 大阪学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 会計係 廃棄
2015 大阪学習センター 庶務 旅行命令・依頼書 旅行命令・依頼書（平成27年度） 大阪学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 会計係 廃棄
2016 大阪学習センター 庶務 旅行命令・依頼書 旅行命令・依頼書（平成28年度） 大阪学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 会計係 廃棄
2017 大阪学習センター 庶務 旅行命令・依頼書 旅行命令・依頼書（平成29年度） 大阪学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 会計係 廃棄
2018 大阪学習センター 庶務 旅行命令・依頼書 旅行命令・依頼書（平成30年度） 大阪学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 会計係 廃棄
2019 大阪学習センター 庶務 旅行命令・依頼書 旅行命令・依頼書（平成31年度） 大阪学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 会計係 廃棄
2017 大阪学習センター 教務関係 大学院入試関係 大学院入試関係（平成29年度） 大阪学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 教務係 廃棄
2018 大阪学習センター 会計 収入関係 各種報告書（印刷教材・常備品残高・ｵｰﾌﾟﾝﾌｫｰﾗﾑ・文献複写）（平成30年度） 大阪学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 教務係 廃棄
2019 大阪学習センター 会計 収入関係 各種報告書（印刷教材・常備品残高・ｵｰﾌﾟﾝﾌｫｰﾗﾑ・文献複写）（平成31年度） 大阪学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 教務係 廃棄
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措置結果
2015 大阪学習センター 単位認定試験関係 看護（夏季集中型）単位認定試験 看護（夏季集中型）単位認定試験（平成27年度） 大阪学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 教務係 廃棄
2016 大阪学習センター 単位認定試験関係 看護（夏季集中型）単位認定試験 看護（夏季集中型）単位認定試験（平成28年度） 大阪学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 教務係 廃棄
2017 大阪学習センター 単位認定試験関係 看護（夏季集中型）単位認定試験 看護（夏季集中型）単位認定試験（平成29年度） 大阪学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 教務係 廃棄
2018 大阪学習センター 単位認定試験関係 看護（夏季集中型）単位認定試験 看護（夏季集中型）単位認定試験（平成30年度） 大阪学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 教務係 廃棄
2019 大阪学習センター 単位認定試験関係 看護（夏季集中型）単位認定試験 看護（夏季集中型）単位認定試験（平成31年度） 大阪学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 教務係 廃棄
2015 大阪学習センター 教務関係 教員免許講習関係 教員免許講習関係（平成27年度） 大阪学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 教務係 廃棄
2016 大阪学習センター 教務関係 教員免許講習関係 教員免許講習関係（平成28年度） 大阪学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 教務係 廃棄
2017 大阪学習センター 教務関係 教員免許講習関係 教員免許講習関係（平成29年度） 大阪学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 教務係 廃棄
2018 大阪学習センター 教務関係 教員免許講習関係 教員免許講習関係（平成30年度） 大阪学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 教務係 廃棄
2019 大阪学習センター 教務関係 教員免許講習関係 教員免許講習関係（平成31年度） 大阪学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 教務係 廃棄
2015 大阪学習センター 教務関係 教務関係 教務関係（平成27年度） 大阪学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 教務係 廃棄
2016 大阪学習センター 教務関係 教務関係 教務関係（平成28年度） 大阪学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 教務係 廃棄
2017 大阪学習センター 教務関係 教務関係 教務関係（平成29年度） 大阪学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 教務係 廃棄
2018 大阪学習センター 教務関係 教務関係 教務関係（平成30年度） 大阪学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 教務係 廃棄
2019 大阪学習センター 教務関係 教務関係 教務関係（平成31年度） 大阪学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 教務係 廃棄
2015 大阪学習センター 教務関係 修学上の特別措置 修学上の特別措置（平成27年度） 大阪学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 教務係 廃棄
2016 大阪学習センター 教務関係 修学上の特別措置 修学上の特別措置（平成28年度） 大阪学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 教務係 廃棄
2017 大阪学習センター 教務関係 修学上の特別措置 修学上の特別措置（平成29年度） 大阪学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 教務係 廃棄
2018 大阪学習センター 教務関係 修学上の特別措置 修学上の特別措置（平成30年度） 大阪学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 教務係 廃棄
2019 大阪学習センター 教務関係 修学上の特別措置 修学上の特別措置（平成31年度） 大阪学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 教務係 廃棄
2017 大阪学習センター 証明書 諸証明書交付願 諸証明書交付願(平成29年度）（教免(特支)） 大阪学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 教務係 廃棄
2018 大阪学習センター 証明書 諸証明書交付願 諸証明書交付願(平成30年度１学期）（教免(特支)） 大阪学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 教務係 廃棄
2018 大阪学習センター 証明書 諸証明書交付願 諸証明書交付願(平成30年度２学期）（教免(特支)） 大阪学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 教務係 廃棄
2019 大阪学習センター 証明書 諸証明書交付願 諸証明書交付願(平成31年度１学期）（教免(特支)） 大阪学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 教務係 廃棄
2019 大阪学習センター 証明書 諸証明書交付願 諸証明書交付願(平成31年度２学期）（教免(特支)） 大阪学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 教務係 廃棄
2017 大阪学習センター 証明書 諸証明書交付願（学部） 諸証明書交付願（学部）(平成29年度第１学期） 大阪学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 教務係 廃棄
2017 大阪学習センター 証明書 諸証明書交付願（学部） 諸証明書交付願（学部）(平成29年度第学2期） 大阪学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 教務係 廃棄
2018 大阪学習センター 証明書 諸証明書交付願（学部） 諸証明書交付願（学部）(平成30年度第１学期） 大阪学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 教務係 廃棄
2018 大阪学習センター 証明書 諸証明書交付願（学部） 諸証明書交付願（学部）(平成30年度第２学期） 大阪学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 教務係 廃棄
2019 大阪学習センター 証明書 諸証明書交付願（学部） 諸証明書交付願（学部）(平成31年度第１学期） 大阪学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 教務係 廃棄
2019 大阪学習センター 証明書 諸証明書交付願（学部） 諸証明書交付願（学部）(平成31年度第２学期） 大阪学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 教務係 廃棄
2017 大阪学習センター 証明書 諸証明書交付願（教免） 諸証明書交付願（教免）(平成29年度第１学期）（教免(特支以外)） 大阪学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 教務係 廃棄
2017 大阪学習センター 証明書 諸証明書交付願（教免） 諸証明書交付願（教免）(平成29年度第2学期）（教免(特支以外)） 大阪学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 教務係 廃棄
2018 大阪学習センター 証明書 諸証明書交付願（教免） 諸証明書交付願（教免）(平成30年度第１学期）（教免(特支以外)） 大阪学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 教務係 廃棄
2018 大阪学習センター 証明書 諸証明書交付願（教免） 諸証明書交付願（教免）(平成30年度第２学期）（教免(特支以外)） 大阪学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 教務係 廃棄
2019 大阪学習センター 証明書 諸証明書交付願（教免） 諸証明書交付願（教免）(平成31年度第１学期）（教免(特支以外)） 大阪学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 教務係 廃棄
2019 大阪学習センター 証明書 諸証明書交付願（教免） 諸証明書交付願（教免）(平成31年度第２学期）（教免(特支以外)） 大阪学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 教務係 廃棄
2017 大阪学習センター 証明書 諸証明書交付願（大学院） 諸証明書交付願（大学院）(平成29年度） 大阪学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 教務係 廃棄
2018 大阪学習センター 証明書 諸証明書交付願（大学院） 諸証明書交付願（大学院）(平成30年度） 大阪学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 教務係 廃棄
2019 大阪学習センター 証明書 諸証明書交付願（大学院） 諸証明書交付願（大学院）(平成31年度） 大阪学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 教務係 廃棄
2015 大阪学習センター 教務関係 卒業研究・ガイダンス関係 卒業研究・ガイダンス関係（平成27年度） 大阪学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 教務係 廃棄
2016 大阪学習センター 教務関係 卒業研究・ガイダンス関係 卒業研究・ガイダンス関係（平成28年度） 大阪学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 教務係 廃棄
2017 大阪学習センター 教務関係 卒業研究・ガイダンス関係 卒業研究・ガイダンス関係（平成29年度） 大阪学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 教務係 廃棄
2018 大阪学習センター 教務関係 卒業研究・ガイダンス関係 卒業研究・ガイダンス関係（平成30年度） 大阪学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 教務係 廃棄
2019 大阪学習センター 教務関係 卒業研究・ガイダンス関係 卒業研究・ガイダンス関係（平成31年度） 大阪学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 教務係 廃棄
2015 大阪学習センター 教務関係 大学院ガイダンス関係 大学院ガイダンス関係（平成27年度） 大阪学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 教務係 廃棄
2016 大阪学習センター 教務関係 大学院ガイダンス関係 大学院ガイダンス関係（平成28年度） 大阪学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 教務係 廃棄
2017 大阪学習センター 教務関係 大学院ガイダンス関係 大学院ガイダンス関係（平成29年度） 大阪学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 教務係 廃棄
2018 大阪学習センター 教務関係 大学院ガイダンス関係 大学院ガイダンス関係（平成30年度） 大阪学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 教務係 廃棄
2019 大阪学習センター 教務関係 大学院ガイダンス関係 大学院ガイダンス関係（平成31年度） 大阪学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 教務係 廃棄
2015 大阪学習センター 教務関係 大学院入試関係 大学院入試関係（平成27年度） 大阪学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 教務係 廃棄
2016 大阪学習センター 教務関係 大学院入試関係 大学院入試関係（平成28年度） 大阪学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 教務係 廃棄
2016 大阪学習センター 入試 大学院入試関係 大学院入試関係（平成28年度） 大阪学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 教務係 廃棄
2017 大阪学習センター 入試 大学院入試関係 大学院入試関係（平成29年度） 大阪学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 教務係 廃棄
2018 大阪学習センター 入試 大学院入試関係 大学院入試関係（平成30年度） 大阪学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 教務係 廃棄
2019 大阪学習センター 入試 大学院入試関係 大学院入試関係（平成31年度） 大阪学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 教務係 廃棄
2015 大阪学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験 単位認定試験（平成27年度１学期） 大阪学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 教務係 廃棄
2015 大阪学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験 単位認定試験（平成27年度２学期） 大阪学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 教務係 廃棄
2016 大阪学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験 単位認定試験（平成28年度第１学期） 大阪学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 教務係 廃棄
2016 大阪学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験 単位認定試験（平成28年度第２学期） 大阪学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 教務係 廃棄
2017 大阪学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験 単位認定試験（平成29年度第１学期） 大阪学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 教務係 廃棄
2017 大阪学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験 単位認定試験（平成29年度第２学期） 大阪学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 教務係 廃棄
2015 大阪学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験関係 単位認定試験関係（平成27年度） 大阪学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 教務係 廃棄
2016 大阪学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験関係 単位認定試験関係（平成28年度） 大阪学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 教務係 廃棄
2017 大阪学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験関係 単位認定試験関係（平成29年度） 大阪学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 教務係 廃棄
2018 大阪学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験関係 単位認定試験関係（平成30年度） 大阪学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 教務係 廃棄
2019 大阪学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験関係 単位認定試験関係（平成31年度） 大阪学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 教務係 廃棄
2015 大阪学習センター 面接授業 面接授業 面接授業（平成27年度） 大阪学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 教務係 廃棄
2016 大阪学習センター 面接授業 面接授業 面接授業（平成28年度） 大阪学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 教務係 廃棄
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2017 大阪学習センター 面接授業 面接授業 面接授業（平成29年度） 大阪学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 教務係 廃棄
2017 大阪学習センター 面接授業 面接授業 面接授業（平成30年度） 大阪学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 教務係 廃棄
2019 大阪学習センター 面接授業 面接授業 面接授業（平成31年度） 大阪学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 教務係 廃棄
2015 大阪学習センター 学生関係 学生研修旅行関係綴 学生研修旅行関係綴（平成27年度） 大阪学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 教務学生係 廃棄
2016 大阪学習センター 学生関係 学生研修旅行関係綴 学生研修旅行関係綴（平成28年度） 大阪学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 教務学生係 廃棄
2017 大阪学習センター 学生関係 学生研修旅行関係綴 学生研修旅行関係綴（平成29年度） 大阪学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 教務学生係 廃棄
2018 大阪学習センター 学生関係 学生研修旅行関係綴 学生研修旅行関係綴（平成30年度） 大阪学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 教務学生係 廃棄
2019 大阪学習センター 学生関係 学生研修旅行関係綴 学生研修旅行関係綴（平成31年度） 大阪学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 教務学生係 廃棄
2016 大阪学習センター 学生関係 学生団体 学生団体(平成28年度） 大阪学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 教務学生係 廃棄
2017 大阪学習センター 学生関係 学生団体 学生団体(平成29年度） 大阪学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 教務学生係 廃棄
2015 大阪学習センター 学生関係 学生団体登録関係綴 学生団体登録関係綴（平成27年度） 大阪学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 教務学生係 廃棄
2016 大阪学習センター 学生関係 学生団体登録関係綴 学生団体登録関係綴（平成28年度） 大阪学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 教務学生係 廃棄
2017 大阪学習センター 学生関係 学生団体登録関係綴 学生団体登録関係綴（平成29年度） 大阪学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 教務学生係 廃棄
2018 大阪学習センター 学生関係 学生団体登録関係綴 学生団体登録関係綴（平成30年度） 大阪学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 教務学生係 廃棄
2019 大阪学習センター 学生関係 学生団体登録関係綴 学生団体登録関係綴（平成31年度） 大阪学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 教務学生係 廃棄
2015 大阪学習センター 学生関係 講義室利用状況関係 講義室利用状況関係（平成27年度） 大阪学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 教務学生係 廃棄
2016 大阪学習センター 学生関係 講義室利用状況関係 講義室利用状況関係（平成28年度） 大阪学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 教務学生係 廃棄
2017 大阪学習センター 学生関係 講義室利用状況関係 講義室利用状況関係（平成29年度） 大阪学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 教務学生係 廃棄
2018 大阪学習センター 学生関係 講義室利用状況関係 講義室利用状況関係（平成30年度） 大阪学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 教務学生係 廃棄
2019 大阪学習センター 学生関係 講義室利用状況関係 講義室利用状況関係（平成31年度） 大阪学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 教務学生係 廃棄
2017 大阪学習センター 学生関係 住所変更届 住所変更届（平成29年度） 大阪学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 教務学生係 廃棄
2018 大阪学習センター 学生関係 住所変更届 住所変更届（平成30年度） 大阪学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 教務学生係 廃棄
2019 大阪学習センター 学生関係 住所変更届 住所変更届（平成31年度） 大阪学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 教務学生係 廃棄
2014 大阪学習センター 学生関係 奨学金関係 奨学金関係（平成26年度） 大阪学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 教務学生係 廃棄
2015 大阪学習センター 学生関係 奨学金関係 奨学金関係（平成27年度） 大阪学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 教務学生係 廃棄
2016 大阪学習センター 学生関係 奨学金関係 奨学金関係（平成28年度） 大阪学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 教務学生係 廃棄
2017 大阪学習センター 学生関係 奨学金関係 奨学金関係（平成29年度） 大阪学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 教務学生係 廃棄
2018 大阪学習センター 学生関係 奨学金関係 奨学金関係（平成30年度） 大阪学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 教務学生係 廃棄
2019 大阪学習センター 学生関係 奨学金関係 奨学金関係（平成31年度） 大阪学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 教務学生係 廃棄
2017 大阪学習センター 図書・視聴 放送教材郵送貸出申込書 放送教材郵送貸出申込書（平成29年度） 大阪学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 教務学生係 廃棄
2017 大阪学習センター 図書・視聴 本部・他センター図書利用願 本部・他センター図書利用願（平成29年度） 大阪学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 教務学生係 廃棄
2018 大阪学習センター 図書・視聴 本部・他センター図書利用願 本部・他センター図書利用願（平成30年度） 大阪学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 教務学生係 廃棄
2019 大阪学習センター 図書・視聴 本部・他センター図書利用願 本部・他センター図書利用願（平成31年度） 大阪学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 教務学生係 廃棄
2017 大阪学習センター 学生関係 利用証発行関係 利用証発行関係（平成29年度） 大阪学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 教務学生係 廃棄
2018 大阪学習センター 学生関係 利用証発行関係 利用証発行関係（平成30年度） 大阪学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 教務学生係 廃棄
2019 大阪学習センター 学生関係 利用証発行関係 利用証発行関係（平成31年度） 大阪学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 教務学生係 廃棄
2017 大阪学習センター 諸会議 近畿ブロック学習センター所長会議 近畿ブロック学習センター所長会議 (平成29年度） 大阪学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 事務長 廃棄
2017 大阪学習センター 諸会議 事務長関連会議 事務長関連会議 (平成29年度） 大阪学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 事務長 廃棄
2016 大阪学習センター 人事 客員教員・非常勤講師出勤簿 客員教員・非常勤講師出勤簿(平成28年度） 大阪学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 総務係 廃棄
2017 大阪学習センター 広報 オープンキャンパス関係 オープンキャンパス関係（平成29年度） 大阪学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 総務係 廃棄
2018 大阪学習センター 広報 オープンキャンパス関係 オープンキャンパス関係（平成30年度） 大阪学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 総務係 廃棄
2019 大阪学習センター 広報 オープンキャンパス関係 オープンキャンパス関係（平成31年度） 大阪学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 総務係 廃棄
2018 大阪学習センター 広報 テレメール入力控 テレメール入力控（平成30年度） 大阪学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 総務係 廃棄
2019 大阪学習センター 広報 テレメール入力控 テレメール入力控（平成31年度） 大阪学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 総務係 廃棄
2017 大阪学習センター 広報 テレメール入力控 テレメール入力控 (平成29年度） 大阪学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 総務係 廃棄
2017 大阪学習センター 証明書 学割集計簿 学割集計簿(平成29年度） 大阪学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 総務係 廃棄
2018 大阪学習センター 証明書 学割集計簿 学割集計簿(平成30年度） 大阪学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 総務係 廃棄
2019 大阪学習センター 証明書 学割集計簿 学割集計簿(平成31年度） 大阪学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 総務係 廃棄
2015 大阪学習センター 庶務 学習センター利用の手引 学習センター利用の手引（平成27年度） 大阪学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 総務係 廃棄
2016 大阪学習センター 庶務 学習センター利用の手引 学習センター利用の手引（平成28年度） 大阪学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 総務係 廃棄
2017 大阪学習センター 庶務 学習センター利用の手引 学習センター利用の手引（平成29年度） 大阪学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 総務係 廃棄
2018 大阪学習センター 庶務 学習センター利用の手引 学習センター利用の手引（平成30年度） 大阪学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 総務係 廃棄
2019 大阪学習センター 庶務 学習センター利用の手引 学習センター利用の手引（平成31年度） 大阪学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 総務係 廃棄
2018 大阪学習センター 人事 客員教員・非常勤講師出勤簿 客員教員・非常勤講師出勤簿(平成30年度） 大阪学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 総務係 廃棄
2019 大阪学習センター 人事 客員教員・非常勤講師出勤簿 客員教員・非常勤講師出勤簿(平成31年度） 大阪学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 総務係 廃棄
2015 大阪学習センター 人事 客員教員・非常勤講師出勤簿 客員教員・非常勤講師出勤簿（平成27年度） 大阪学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 総務係 廃棄
2017 大阪学習センター 人事 客員教員・非常勤講師出勤簿 客員教員・非常勤講師出勤簿(平成29年度） 大阪学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 総務係 廃棄
2017 大阪学習センター 職員 休暇簿 休暇簿（平成29年度） 大阪学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 総務係 廃棄
2018 大阪学習センター 職員 休暇簿 休暇簿（平成30年度） 大阪学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 総務係 廃棄
2019 大阪学習センター 職員 休暇簿 休暇簿（平成31年度） 大阪学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 総務係 廃棄
2017 大阪学習センター 職員 勤務時間管理 勤務時間管理（平成29年度） 大阪学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 総務係 廃棄
2018 大阪学習センター 職員 勤務時間管理 勤務時間管理（平成30年度） 大阪学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 総務係 廃棄
2019 大阪学習センター 職員 勤務時間管理 勤務時間管理（平成31年度） 大阪学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 総務係 廃棄
2017 大阪学習センター 職員 勤務時間報告書 勤務時間報告書（平成29年度） 大阪学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 総務係 廃棄
2018 大阪学習センター 職員 勤務時間報告書 勤務時間報告書（平成30年度） 大阪学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 総務係 廃棄
2019 大阪学習センター 職員 勤務時間報告書 勤務時間報告書（平成31年度） 大阪学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 総務係 廃棄
2018 大阪学習センター 諸会議 近畿ブロック学習センター所長会議 近畿ブロック学習センター所長会議 (平成30年度） 大阪学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 総務係 廃棄
2019 大阪学習センター 諸会議 近畿ブロック学習センター所長会議 近畿ブロック学習センター所長会議 (平成31年度） 大阪学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 総務係 廃棄
2017 大阪学習センター 職員 研修関係 研修関係（平成29年度） 大阪学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 総務係 廃棄
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2018 大阪学習センター 職員 研修関係 研修関係（平成30年度） 大阪学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 総務係 廃棄
2019 大阪学習センター 職員 研修関係 研修関係（平成31年度） 大阪学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 総務係 廃棄
2017 大阪学習センター 職員 個人別振替休日処理状況表 個人別振替休日処理状況表（平成29年度） 大阪学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 総務係 廃棄
2018 大阪学習センター 職員 個人別振替休日処理状況表 個人別振替休日処理状況表（平成30年度） 大阪学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 総務係 廃棄
2019 大阪学習センター 職員 個人別振替休日処理状況表 個人別振替休日処理状況表（平成31年度） 大阪学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 総務係 廃棄
2015 大阪学習センター 庶務 公印使用記録簿 公印使用記録簿（平成27年度） 大阪学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 総務係 廃棄
2016 大阪学習センター 庶務 公印使用記録簿 公印使用記録簿（平成28年度） 大阪学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 総務係 廃棄
2017 大阪学習センター 庶務 公印使用記録簿 公印使用記録簿（平成29年度） 大阪学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 総務係 廃棄
2018 大阪学習センター 庶務 公印使用記録簿 公印使用記録簿（平成30年度） 大阪学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 総務係 廃棄
2019 大阪学習センター 庶務 公印使用記録簿 公印使用記録簿（平成31年度） 大阪学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 総務係 廃棄
2015 大阪学習センター 広報 広報活動 広報関係（平成27年度） 大阪学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 総務係 廃棄
2016 大阪学習センター 広報 広報活動 広報活動 (平成28年度） 大阪学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 総務係 廃棄
2017 大阪学習センター 広報 広報活動 広報活動 (平成29年度） 大阪学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 総務係 廃棄
2018 大阪学習センター 広報 広報活動 広報活動 (平成30年度） 大阪学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 総務係 廃棄
2019 大阪学習センター 広報 広報活動 広報活動 (平成31年度） 大阪学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 総務係 廃棄
2015 大阪学習センター 広報 講演会関係 講演会関係（平成27年度） 大阪学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 総務係 廃棄
2016 大阪学習センター 広報 講演会関係 講演会関係（平成28年度） 大阪学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 総務係 廃棄
2017 大阪学習センター 広報 講演会関係 講演会関係（平成29年度） 大阪学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 総務係 廃棄
2018 大阪学習センター 広報 講演会関係 講演会関係（平成30年度） 大阪学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 総務係 廃棄
2019 大阪学習センター 広報 講演会関係 講演会関係（平成31年度） 大阪学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 総務係 廃棄
2018 大阪学習センター 諸会議 事務長関連会議 事務長関連会議 (平成30年度） 大阪学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 総務係 廃棄
2019 大阪学習センター 諸会議 事務長関連会議 事務長関連会議 (平成31年度） 大阪学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 総務係 廃棄
2017 大阪学習センター 職員 出勤簿 出勤簿（平成29年度） 大阪学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 総務係 廃棄
2018 大阪学習センター 職員 出勤簿 出勤簿（平成30年度） 大阪学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 総務係 廃棄
2019 大阪学習センター 職員 出勤簿 出勤簿（平成31年度） 大阪学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 総務係 廃棄
2015 大阪学習センター 人事 人事関係 人事関係（平成27年度） 大阪学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 総務係 廃棄
2016 大阪学習センター 人事 人事関係 人事関係 (平成28年度） 大阪学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 総務係 廃棄
2017 大阪学習センター 人事 人事関係 人事関係 (平成29年度） 大阪学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 総務係 廃棄
2018 大阪学習センター 人事 人事関係 人事関係 (平成30年度） 大阪学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 総務係 廃棄
2019 大阪学習センター 人事 人事関係 人事関係 (平成31年度） 大阪学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 総務係 廃棄
2015 大阪学習センター 広報 総務関係 総務関係（平成27年度） 大阪学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 総務係 廃棄
2016 大阪学習センター 広報 総務関係 総務関係（平成28年度） 大阪学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 総務係 廃棄
2017 大阪学習センター 広報 総務関係 総務関係（平成29年度） 大阪学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 総務係 廃棄
2018 大阪学習センター 広報 総務関係 総務関係（平成30年度） 大阪学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 総務係 廃棄
2019 大阪学習センター 広報 総務関係 総務関係（平成31年度） 大阪学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 総務係 廃棄
2015 大阪学習センター 職員 定期健康診断・人間ドック関係 定期健康診断・人間ドック関係（平成27年度） 大阪学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 総務係 廃棄
2016 大阪学習センター 職員 定期健康診断・人間ドック関係 定期健康診断・人間ドック関係（平成28年度） 大阪学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 総務係 廃棄
2017 大阪学習センター 職員 定期健康診断・人間ドック関係 定期健康診断・人間ドック関係（平成29年度） 大阪学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 総務係 廃棄
2018 大阪学習センター 職員 定期健康診断・人間ドック関係 定期健康診断・人間ドック関係（平成30年度） 大阪学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 総務係 廃棄
2019 大阪学習センター 職員 定期健康診断・人間ドック関係 定期健康診断・人間ドック関係（平成31年度） 大阪学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 総務係 廃棄
2017 大阪学習センター 庶務 特定個人情報等管理簿 特定個人情報等管理簿（平成29年度） 大阪学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 総務係 廃棄
2018 大阪学習センター 庶務 特定個人情報等管理簿 特定個人情報等管理簿（平成30年度） 大阪学習センター事務長 2019/4/1 3年 2024/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 総務係 廃棄
2019 大阪学習センター 庶務 特定個人情報等管理簿 特定個人情報等管理簿（平成31年度） 大阪学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 総務係 廃棄
2014 大阪学習センター 式典 入学者の集い・学位記授与式 入学者の集い・学位記授与式（平成26年度） 大阪学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 総務係 廃棄
2015 大阪学習センター 式典 入学者の集い・学位記授与式 入学者の集い・学位記授与式（平成27年度） 大阪学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 総務係 廃棄
2016 大阪学習センター 式典 入学者の集い・学位記授与式 入学者の集い・学位記授与式（平成28年度） 大阪学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 総務係 廃棄
2017 大阪学習センター 式典 入学者の集い・学位記授与式 入学者の集い・学位記授与式（平成29年度） 大阪学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 総務係 廃棄
2018 大阪学習センター 式典 入学者の集い・学位記授与式 入学者の集い・学位記授与式（平成30年度） 大阪学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 総務係 廃棄
2019 大阪学習センター 式典 入学者の集い・学位記授与式 入学者の集い・学位記授与式（平成31年度） 大阪学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 総務係 廃棄
2015 大阪学習センター 庶務 文書番号整理簿 文書番号整理簿（平成27年度） 大阪学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 総務係 廃棄
2016 大阪学習センター 庶務 文書番号整理簿 文書番号整理簿（平成28年度） 大阪学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 総務係 廃棄
2017 大阪学習センター 庶務 文書番号整理簿 文書番号整理簿（平成29年度） 大阪学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 総務係 廃棄
2018 大阪学習センター 庶務 文書番号整理簿 文書番号整理簿（平成30年度） 大阪学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 総務係 廃棄
2019 大阪学習センター 庶務 文書番号整理簿 文書番号整理簿（平成31年度） 大阪学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 総務係 廃棄
2015 大阪学習センター 庶務 法人文書管理簿 法人文書管理簿（平成27年度） 大阪学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 総務係 廃棄
2016 大阪学習センター 庶務 法人文書管理簿 法人文書管理簿（平成28年度） 大阪学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 総務係 廃棄
2017 大阪学習センター 庶務 法人文書管理簿 法人文書管理簿（平成29年度） 大阪学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 総務係 廃棄
2018 大阪学習センター 庶務 法人文書管理簿 法人文書管理簿（平成30年度） 大阪学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 総務係 廃棄
2019 大阪学習センター 庶務 法人文書管理簿 法人文書管理簿（平成31年度） 大阪学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 大阪学習センター 大阪学習センター事務長 総務係 廃棄
2002 兵庫学習センター 式典 姫路サテライトスペース開所式 姫路サテライトスペース開所式 兵庫学習センター事務長 2003/4/1 無期限 紙 兵庫学習センター 兵庫学習センター事務長 廃棄
2013 兵庫学習センター 式典 兵庫学習センター２０周年記念式典関係 兵庫学習センター２０周年記念式典関係 兵庫学習センター事務長 2014/4/1 無期限 紙 兵庫学習センター 兵庫学習センター事務長 廃棄
2013 兵庫学習センター 広報 放送大学兵庫学習センター　開設２０周年記念誌 放送大学兵庫学習センター　開設２０周年記念誌 兵庫学習センター事務長 2014/4/1 無期限 紙 兵庫学習センター 兵庫学習センター事務長 廃棄
2011 兵庫学習センター 式典 入学者の集い・卒業式・学生研修旅行 入学者の集い・卒業式・学生研修旅行（平成２３年度） 兵庫学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 兵庫学習センター 兵庫学習センター事務長 廃棄
2012 兵庫学習センター 式典 入学者の集い・卒業式・学生研修旅行 入学者の集い・卒業式・学生研修旅行（平成２４年度） 兵庫学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 兵庫学習センター 兵庫学習センター事務長 廃棄
2013 兵庫学習センター 式典 入学者の集い・卒業式・学生研修旅行 入学者の集い・卒業式・学生研修旅行（平成２５年度） 兵庫学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 兵庫学習センター 兵庫学習センター事務長 廃棄
2014 兵庫学習センター 式典 入学者の集い・卒業式 入学者の集い・卒業式（平成２６年度） 兵庫学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 兵庫学習センター 兵庫学習センター事務長 廃棄
2015 兵庫学習センター 式典 入学者の集い・卒業式 入学者の集い・卒業式（平成２７年度） 兵庫学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 兵庫学習センター 兵庫学習センター事務長 廃棄
2016 兵庫学習センター 式典 入学者の集い・卒業式 入学者の集い・卒業式（平成２８年度） 兵庫学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 兵庫学習センター 兵庫学習センター事務長 廃棄
2017 兵庫学習センター 式典 入学者の集い・卒業式 入学者の集い・卒業式（平成２９年度） 兵庫学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 兵庫学習センター 兵庫学習センター事務長 廃棄
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措置結果
2018 兵庫学習センター 式典 入学者の集い・卒業式 入学者の集い・卒業式（平成３０年度） 兵庫学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 兵庫学習センター 兵庫学習センター事務長 廃棄
2019 兵庫学習センター 式典 入学者の集い・卒業式 入学者の集い・卒業式（令和元年度） 兵庫学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 兵庫学習センター 兵庫学習センター事務長 廃棄
2015 兵庫学習センター 人事 常勤職員・非常勤職員記録文書 常勤職員・非常勤職員記録文書（平成２７年度） 兵庫学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 兵庫学習センター 兵庫学習センター事務長 廃棄
2016 兵庫学習センター 人事 常勤職員・非常勤職員記録文書 常勤職員・非常勤職員記録文書（平成２８年度） 兵庫学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 兵庫学習センター 兵庫学習センター事務長 廃棄
2017 兵庫学習センター 人事 常勤職員・非常勤職員記録文書 常勤職員・非常勤職員記録文書（平成２９年度） 兵庫学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 兵庫学習センター 兵庫学習センター事務長 廃棄
2018 兵庫学習センター 人事 常勤職員・非常勤職員記録文書 常勤職員・非常勤職員記録文書（平成３０年度） 兵庫学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 兵庫学習センター 兵庫学習センター事務長 廃棄
2019 兵庫学習センター 人事 常勤職員・非常勤職員記録文書 常勤職員・非常勤職員記録文書（令和元年度） 兵庫学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 兵庫学習センター 兵庫学習センター事務長 廃棄
2015 兵庫学習センター 人事 客員・非常勤講師関係 客員・非常勤講師関係（平成２７年度） 兵庫学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 兵庫学習センター 兵庫学習センター事務長 廃棄
2016 兵庫学習センター 人事 客員・非常勤講師関係 客員・非常勤講師関係（平成２８年度） 兵庫学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 兵庫学習センター 兵庫学習センター事務長 廃棄
2017 兵庫学習センター 人事 客員・非常勤講師関係 客員・非常勤講師関係（平成２９年度） 兵庫学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 兵庫学習センター 兵庫学習センター事務長 廃棄
2018 兵庫学習センター 人事 客員・非常勤講師関係 客員・非常勤講師関係（平成３０年度） 兵庫学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 兵庫学習センター 兵庫学習センター事務長 廃棄
2019 兵庫学習センター 人事 客員・非常勤講師関係 客員・非常勤講師関係（令和元年度） 兵庫学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 兵庫学習センター 兵庫学習センター事務長 廃棄
2017 兵庫学習センター 諸会議 所長・事務長会議 所長・事務長会議（全国・近畿）（平成２９年度） 兵庫学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 兵庫学習センター 兵庫学習センター事務長 廃棄
2018 兵庫学習センター 諸会議 所長・事務長会議 所長・事務長会議（全国・近畿）（平成３０年度） 兵庫学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 兵庫学習センター 兵庫学習センター事務長 廃棄
2019 兵庫学習センター 諸会議 所長・事務長会議 所長・事務長会議（全国・近畿）（令和元年度） 兵庫学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 兵庫学習センター 兵庫学習センター事務長 廃棄
2015 兵庫学習センター 広報 学生募集広報関係 学生募集広報関係（平成２７年度） 兵庫学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 兵庫学習センター 兵庫学習センター事務長 廃棄
2016 兵庫学習センター 広報 学生募集広報関係 学生募集広報関係（平成２８年度） 兵庫学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 兵庫学習センター 兵庫学習センター事務長 廃棄
2017 兵庫学習センター 広報 学生募集広報関係 学生募集広報関係（平成２９年度） 兵庫学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 兵庫学習センター 兵庫学習センター事務長 廃棄
2018 兵庫学習センター 広報 学生募集広報関係 学生募集広報関係（平成３０年度） 兵庫学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 兵庫学習センター 兵庫学習センター事務長 廃棄
2019 兵庫学習センター 広報 学生募集広報関係 学生募集広報関係（令和元年度） 兵庫学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 兵庫学習センター 兵庫学習センター事務長 廃棄
2015 兵庫学習センター 広報 公開講演会 公開講演会（平成２７年度） 兵庫学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 兵庫学習センター 兵庫学習センター事務長 廃棄
2016 兵庫学習センター 広報 公開講演会 公開講演会（平成２８年度） 兵庫学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 兵庫学習センター 兵庫学習センター事務長 廃棄
2017 兵庫学習センター 広報 公開講演会 公開講演会（平成２９年度） 兵庫学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 兵庫学習センター 兵庫学習センター事務長 廃棄
2018 兵庫学習センター 広報 公開講演会 公開講演会（平成３０年度） 兵庫学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 兵庫学習センター 兵庫学習センター事務長 廃棄
2019 兵庫学習センター 広報 公開講演会 公開講演会（令和元年度） 兵庫学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 兵庫学習センター 兵庫学習センター事務長 廃棄
2015 兵庫学習センター 広報 機関誌「つばさ」 機関誌「つばさ」（平成２７年度） 兵庫学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 兵庫学習センター 兵庫学習センター事務長 廃棄
2016 兵庫学習センター 広報 機関誌「つばさ」 機関誌「つばさ」（平成２８年度） 兵庫学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 兵庫学習センター 兵庫学習センター事務長 廃棄
2017 兵庫学習センター 広報 機関誌「つばさ」 機関誌「つばさ」（平成２９年度） 兵庫学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 兵庫学習センター 兵庫学習センター事務長 廃棄
2018 兵庫学習センター 広報 機関誌「つばさ」 機関誌「つばさ」（平成３０年度） 兵庫学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 兵庫学習センター 兵庫学習センター事務長 廃棄
2019 兵庫学習センター 広報 機関誌「つばさ」 機関誌「つばさ」（令和元年度） 兵庫学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 兵庫学習センター 兵庫学習センター事務長 廃棄
2010 兵庫学習センター 庶務 旅行命令簿・復命書 旅行命令簿・復命書（平成２２年度） 兵庫学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 兵庫学習センター 兵庫学習センター事務長 廃棄
2011 兵庫学習センター 庶務 旅行命令簿・復命書 旅行命令簿・復命書（平成２３年度） 兵庫学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 兵庫学習センター 兵庫学習センター事務長 廃棄
2012 兵庫学習センター 庶務 旅行命令簿・復命書 旅行命令簿・復命書（平成２４年度） 兵庫学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 兵庫学習センター 兵庫学習センター事務長 廃棄
2013 兵庫学習センター 庶務 旅行命令簿・復命書 旅行命令簿・復命書（平成２５年度） 兵庫学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 兵庫学習センター 兵庫学習センター事務長 廃棄
2014 兵庫学習センター 庶務 旅行命令簿・復命書 旅行命令簿・復命書（平成２６年度） 兵庫学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 兵庫学習センター 兵庫学習センター事務長 廃棄
2015 兵庫学習センター 庶務 旅行命令簿・復命書 旅行命令簿・復命書（外勤）（平成２７年度） 兵庫学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 兵庫学習センター 兵庫学習センター事務長 廃棄
2016 兵庫学習センター 庶務 旅行命令簿・復命書 旅行命令簿・復命書（外勤）（平成２８年度） 兵庫学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 兵庫学習センター 兵庫学習センター事務長 廃棄
2017 兵庫学習センター 庶務 旅行命令簿・復命書 旅行命令簿・復命書（外勤）（平成２９年度） 兵庫学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 兵庫学習センター 兵庫学習センター事務長 廃棄
2018 兵庫学習センター 庶務 旅行命令簿・復命書 旅行命令簿・復命書（外勤）（平成３０年度） 兵庫学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 兵庫学習センター 兵庫学習センター事務長 廃棄
2019 兵庫学習センター 庶務 旅行命令簿・復命書 旅行命令簿・復命書（外勤）（令和元年度） 兵庫学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 兵庫学習センター 兵庫学習センター事務長 廃棄
2015 兵庫学習センター 庶務 自家用車使用許可申請・報告書 自家用車使用許可申請・報告書（平成２７年度） 兵庫学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 兵庫学習センター 兵庫学習センター事務長 廃棄
2016 兵庫学習センター 庶務 自家用車使用許可申請・報告書 自家用車使用許可申請・報告書（平成２８年度） 兵庫学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 兵庫学習センター 兵庫学習センター事務長 廃棄
2017 兵庫学習センター 庶務 自家用車使用許可申請・報告書 自家用車使用許可申請・報告書（平成２９年度） 兵庫学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 兵庫学習センター 兵庫学習センター事務長 廃棄
2018 兵庫学習センター 庶務 自家用車使用許可申請・報告書 自家用車使用許可申請・報告書（平成３０年度） 兵庫学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 兵庫学習センター 兵庫学習センター事務長 廃棄
2019 兵庫学習センター 庶務 自家用車使用許可申請・報告書 自家用車使用許可申請・報告書（令和元年度） 兵庫学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 兵庫学習センター 兵庫学習センター事務長 廃棄
2015 兵庫学習センター 庶務 学習センター利用の手引 学習センター利用の手引（平成２７年度） 兵庫学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 兵庫学習センター 兵庫学習センター事務長 廃棄
2016 兵庫学習センター 庶務 学習センター利用の手引 学習センター利用の手引（平成２８年度） 兵庫学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 兵庫学習センター 兵庫学習センター事務長 廃棄
2017 兵庫学習センター 庶務 学習センター利用の手引 学習センター利用の手引（平成２９年度） 兵庫学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 兵庫学習センター 兵庫学習センター事務長 廃棄
2018 兵庫学習センター 庶務 学習センター利用の手引 学習センター利用の手引（平成３０年度） 兵庫学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 兵庫学習センター 兵庫学習センター事務長 廃棄
2019 兵庫学習センター 庶務 学習センター利用の手引 学習センター利用の手引（令和元年度） 兵庫学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 兵庫学習センター 兵庫学習センター事務長 廃棄
2010 兵庫学習センター 庶務 物品供用簿 物品供用簿（平成２２年度） 兵庫学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 兵庫学習センター 兵庫学習センター事務長 廃棄
2011 兵庫学習センター 庶務 物品供用簿 物品供用簿（平成２３年度） 兵庫学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 兵庫学習センター 兵庫学習センター事務長 廃棄
2012 兵庫学習センター 庶務 物品供用簿 物品供用簿（平成２４年度） 兵庫学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 兵庫学習センター 兵庫学習センター事務長 廃棄
2013 兵庫学習センター 庶務 物品供用簿 物品供用簿（平成２５年度） 兵庫学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 兵庫学習センター 兵庫学習センター事務長 廃棄
2014 兵庫学習センター 庶務 物品供用簿 物品供用簿（平成２６年度） 兵庫学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 兵庫学習センター 兵庫学習センター事務長 廃棄
2015 兵庫学習センター 庶務 物品供用簿 物品供用簿（平成２７年度） 兵庫学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 兵庫学習センター 兵庫学習センター事務長 廃棄
2016 兵庫学習センター 庶務 物品供用簿 物品供用簿（平成２８年度） 兵庫学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 兵庫学習センター 兵庫学習センター事務長 廃棄
2017 兵庫学習センター 庶務 物品供用簿 物品供用簿（平成２９年度） 兵庫学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 兵庫学習センター 兵庫学習センター事務長 廃棄
2018 兵庫学習センター 庶務 物品供用簿 物品供用簿（平成３０年度） 兵庫学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 兵庫学習センター 兵庫学習センター事務長 廃棄
2019 兵庫学習センター 庶務 物品供用簿 物品供用簿（令和元年度） 兵庫学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 兵庫学習センター 兵庫学習センター事務長 廃棄
2011 兵庫学習センター 職員 各種手当関係 各種手当関係（平成２３年度） 兵庫学習センター事務長 2012/4/1 3年（支給喪失から） 紙 兵庫学習センター 兵庫学習センター事務長 廃棄
2012 兵庫学習センター 職員 各種手当関係 各種手当関係（平成２４年度） 兵庫学習センター事務長 2013/4/1 3年（支給喪失から） 紙 兵庫学習センター 兵庫学習センター事務長 廃棄
2013 兵庫学習センター 職員 各種手当関係 各種手当関係（平成２５年度） 兵庫学習センター事務長 2014/4/1 3年（支給喪失から） 紙 兵庫学習センター 兵庫学習センター事務長 廃棄
2014 兵庫学習センター 職員 各種手当関係 各種手当関係（平成２６年度） 兵庫学習センター事務長 2015/4/1 3年（支給喪失から） 紙 兵庫学習センター 兵庫学習センター事務長 廃棄
2015 兵庫学習センター 職員 各種手当関係 各種手当関係（平成２７年度） 兵庫学習センター事務長 2016/4/1 3年（支給喪失から） 紙 兵庫学習センター 兵庫学習センター事務長 廃棄
2016 兵庫学習センター 職員 各種手当関係 各種手当関係（平成２８年度） 兵庫学習センター事務長 2017/4/1 3年（支給喪失から） 紙 兵庫学習センター 兵庫学習センター事務長 廃棄
2017 兵庫学習センター 職員 各種手当関係 各種手当関係（平成２９年度） 兵庫学習センター事務長 2018/4/1 3年（支給喪失から） 紙 兵庫学習センター 兵庫学習センター事務長 廃棄
2018 兵庫学習センター 職員 各種手当関係 各種手当関係（平成３０年度） 兵庫学習センター事務長 2019/4/1 3年（支給喪失から） 紙 兵庫学習センター 兵庫学習センター事務長 廃棄
2019 兵庫学習センター 職員 各種手当関係 各種手当関係（令和元年度） 兵庫学習センター事務長 2020/4/1 3年（支給喪失から） 紙 兵庫学習センター 兵庫学習センター事務長 廃棄
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保存期間満了時の

措置結果
2017 兵庫学習センター 職員 勤務状況報告書 勤務時間報告書（平成２９年度） 兵庫学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 兵庫学習センター 兵庫学習センター事務長 廃棄
2018 兵庫学習センター 職員 勤務状況報告書 勤務時間報告書（平成３０年度） 兵庫学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 兵庫学習センター 兵庫学習センター事務長 廃棄
2019 兵庫学習センター 職員 勤務状況報告書 勤務時間報告書（令和元年度） 兵庫学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 兵庫学習センター 兵庫学習センター事務長 廃棄
2015 兵庫学習センター 職員 定期健康診断・人間ドック関係 定期健康診断・人間ドック関係（平成２７年度） 兵庫学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 兵庫学習センター 兵庫学習センター事務長 廃棄
2016 兵庫学習センター 職員 定期健康診断・人間ドック関係 定期健康診断・人間ドック関係（平成２８年度） 兵庫学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 兵庫学習センター 兵庫学習センター事務長 廃棄
2017 兵庫学習センター 職員 定期健康診断・人間ドック関係 定期健康診断・人間ドック関係（平成２９年度） 兵庫学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 兵庫学習センター 兵庫学習センター事務長 廃棄
2018 兵庫学習センター 職員 定期健康診断・人間ドック関係 定期健康診断・人間ドック関係（平成３０年度） 兵庫学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 兵庫学習センター 兵庫学習センター事務長 廃棄
2019 兵庫学習センター 職員 定期健康診断・人間ドック関係 定期健康診断・人間ドック関係（令和元年度） 兵庫学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 兵庫学習センター 兵庫学習センター事務長 廃棄
2017 兵庫学習センター 職員 週休日及び勤務時間割振 週休日及び勤務時間割振簿（平成２９年度） 兵庫学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 兵庫学習センター 兵庫学習センター事務長 廃棄
2018 兵庫学習センター 職員 週休日及び勤務時間割振 週休日及び勤務時間割振簿（平成３０年度） 兵庫学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 兵庫学習センター 兵庫学習センター事務長 廃棄
2019 兵庫学習センター 職員 週休日及び勤務時間割振 週休日及び勤務時間割振簿（令和元年度） 兵庫学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 兵庫学習センター 兵庫学習センター事務長 廃棄
2017 兵庫学習センター 職員 休暇簿 休暇簿（平成２９年度） 兵庫学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 兵庫学習センター 兵庫学習センター事務長 廃棄
2018 兵庫学習センター 職員 休暇簿 休暇簿（平成３０年度） 兵庫学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 兵庫学習センター 兵庫学習センター事務長 廃棄
2019 兵庫学習センター 職員 休暇簿 休暇簿（令和元年度） 兵庫学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 兵庫学習センター 兵庫学習センター事務長 廃棄
2017 兵庫学習センター 職員 出勤簿 出勤簿（平成２９年度） 兵庫学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 兵庫学習センター 兵庫学習センター事務長 廃棄
2018 兵庫学習センター 職員 出勤簿 出勤簿（平成３０年度） 兵庫学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 兵庫学習センター 兵庫学習センター事務長 廃棄
2019 兵庫学習センター 職員 出勤簿 出勤簿（令和元年度） 兵庫学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 兵庫学習センター 兵庫学習センター事務長 廃棄
2017 兵庫学習センター 職員 超過勤務命令簿 超過勤務命令簿（平成２９年度） 兵庫学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 兵庫学習センター 兵庫学習センター事務長 廃棄
2018 兵庫学習センター 職員 超過勤務命令簿 超過勤務命令簿（平成３０年度） 兵庫学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 兵庫学習センター 兵庫学習センター事務長 廃棄
2019 兵庫学習センター 職員 超過勤務命令簿 超過勤務命令簿（令和元年度） 兵庫学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 兵庫学習センター 兵庫学習センター事務長 廃棄
2015 兵庫学習センター 面接授業 面接授業 面接授業（平成２７年度） 兵庫学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 兵庫学習センター 兵庫学習センター事務長 廃棄
2016 兵庫学習センター 面接授業 面接授業 面接授業（平成２８年度） 兵庫学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 兵庫学習センター 兵庫学習センター事務長 廃棄
2017 兵庫学習センター 面接授業 面接授業 面接授業（平成２９年度） 兵庫学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 兵庫学習センター 兵庫学習センター事務長 廃棄
2018 兵庫学習センター 面接授業 面接授業 面接授業（平成３０年度） 兵庫学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 兵庫学習センター 兵庫学習センター事務長 廃棄
2019 兵庫学習センター 面接授業 面接授業 面接授業（令和元年度） 兵庫学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 兵庫学習センター 兵庫学習センター事務長 廃棄
2015 兵庫学習センター 学生関係 奨学金関係 奨学金関係（平成２７年度） 兵庫学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 兵庫学習センター 兵庫学習センター事務長 廃棄
2016 兵庫学習センター 学生関係 奨学金関係 奨学金関係（平成２８年度） 兵庫学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 兵庫学習センター 兵庫学習センター事務長 廃棄
2017 兵庫学習センター 学生関係 奨学金関係 奨学金関係（平成２９年度） 兵庫学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 兵庫学習センター 兵庫学習センター事務長 廃棄
2018 兵庫学習センター 学生関係 奨学金関係 奨学金関係（平成３０年度） 兵庫学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 兵庫学習センター 兵庫学習センター事務長 廃棄
2019 兵庫学習センター 学生関係 奨学金関係 奨学金関係（令和元年度） 兵庫学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 兵庫学習センター 兵庫学習センター事務長 廃棄
2010 兵庫学習センター 学生関係 学生教育研究災害保険領収書 学生教育研究災害保険領収書（平成２２年度） 兵庫学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 兵庫学習センター 兵庫学習センター事務長 廃棄
2011 兵庫学習センター 学生関係 学生教育研究災害保険領収書 学生教育研究災害保険領収書（平成２３年度） 兵庫学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 兵庫学習センター 兵庫学習センター事務長 廃棄
2012 兵庫学習センター 学生関係 学生教育研究災害保険領収書 学生教育研究災害保険領収書（平成２４年度） 兵庫学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 兵庫学習センター 兵庫学習センター事務長 廃棄
2013 兵庫学習センター 学生関係 学生教育研究災害保険領収書 学生教育研究災害保険領収書（平成２５年度） 兵庫学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 兵庫学習センター 兵庫学習センター事務長 廃棄
2014 兵庫学習センター 学生関係 学生教育研究災害保険領収書 学生教育研究災害保険領収書（平成２６年度） 兵庫学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 兵庫学習センター 兵庫学習センター事務長 廃棄
2015 兵庫学習センター 学生関係 学生教育研究災害保険領収書 学生教育研究災害保険領収書（平成２７年度） 兵庫学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 兵庫学習センター 兵庫学習センター事務長 廃棄
2016 兵庫学習センター 学生関係 学生教育研究災害保険領収書 学生教育研究災害保険領収書（平成２８年度） 兵庫学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 兵庫学習センター 兵庫学習センター事務長 廃棄
2017 兵庫学習センター 学生関係 学生教育研究災害保険領収書 学生教育研究災害保険領収書（平成２９年度） 兵庫学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 兵庫学習センター 兵庫学習センター事務長 廃棄
2018 兵庫学習センター 学生関係 学生教育研究災害保険領収書 学生教育研究災害保険領収書（平成３０年度） 兵庫学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 兵庫学習センター 兵庫学習センター事務長 廃棄
2019 兵庫学習センター 学生関係 学生教育研究災害保険領収書 学生教育研究災害保険領収書（令和元年度） 兵庫学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 兵庫学習センター 兵庫学習センター事務長 廃棄
2015 兵庫学習センター 学生関係 学生団体関係 学生団体関係（平成２７年度） 兵庫学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 兵庫学習センター 兵庫学習センター事務長 廃棄
2016 兵庫学習センター 学生関係 学生団体関係 学生団体関係（平成２８年度） 兵庫学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 兵庫学習センター 兵庫学習センター事務長 廃棄
2017 兵庫学習センター 学生関係 学生団体関係 学生団体関係（平成２９年度） 兵庫学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 兵庫学習センター 兵庫学習センター事務長 廃棄
2018 兵庫学習センター 学生関係 学生団体関係 学生団体関係（平成３０年度） 兵庫学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 兵庫学習センター 兵庫学習センター事務長 廃棄
2019 兵庫学習センター 学生関係 学生団体関係 学生団体関係（令和元年度） 兵庫学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 兵庫学習センター 兵庫学習センター事務長 廃棄
2015 兵庫学習センター 学生関係 学生研修旅行 学生研修旅行（平成２７年度） 兵庫学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 兵庫学習センター 兵庫学習センター事務長 廃棄
2016 兵庫学習センター 学生関係 学生研修旅行 学生研修旅行（平成２８年度） 兵庫学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 兵庫学習センター 兵庫学習センター事務長 廃棄
2017 兵庫学習センター 学生関係 学生研修旅行 学生研修旅行（平成２９年度） 兵庫学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 兵庫学習センター 兵庫学習センター事務長 廃棄
2018 兵庫学習センター 学生関係 学生研修旅行 学生研修旅行（平成３０年度） 兵庫学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 兵庫学習センター 兵庫学習センター事務長 廃棄
2019 兵庫学習センター 学生関係 学生研修旅行 学生研修旅行（令和元年度） 兵庫学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 兵庫学習センター 兵庫学習センター事務長 廃棄
2017 兵庫学習センター 証明書 各種証明書・交付願 各種証明書・交付願（平成２９年度） 兵庫学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 兵庫学習センター 兵庫学習センター事務長 廃棄
2018 兵庫学習センター 証明書 各種証明書・交付願 各種証明書・交付願（平成３０年度） 兵庫学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 兵庫学習センター 兵庫学習センター事務長 廃棄
2019 兵庫学習センター 証明書 各種証明書・交付願 各種証明書・交付願（令和元年度） 兵庫学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 兵庫学習センター 兵庫学習センター事務長 廃棄
2017 兵庫学習センター 証明書 学割証発行台帳 学割証発行台帳（平成２９年度） 兵庫学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 兵庫学習センター 兵庫学習センター事務長 廃棄
2018 兵庫学習センター 証明書 学割証発行台帳 学割証発行台帳（平成３０年度） 兵庫学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 兵庫学習センター 兵庫学習センター事務長 廃棄
2019 兵庫学習センター 証明書 学割証発行台帳 学割証発行台帳（令和元年度） 兵庫学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 兵庫学習センター 兵庫学習センター事務長 廃棄
2017 兵庫学習センター 証明書 証明書発行台帳 証明書発行台帳（平成２９年度） 兵庫学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 兵庫学習センター 兵庫学習センター事務長 廃棄
2018 兵庫学習センター 証明書 証明書発行台帳 証明書発行台帳（平成３０年度） 兵庫学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 兵庫学習センター 兵庫学習センター事務長 廃棄
2019 兵庫学習センター 証明書 証明書発行台帳 証明書発行台帳（令和元年度） 兵庫学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 兵庫学習センター 兵庫学習センター事務長 廃棄
2015 兵庫学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験 単位認定試験（平成２７年度） 兵庫学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 兵庫学習センター 兵庫学習センター事務長 廃棄
2016 兵庫学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験 単位認定試験（平成２８年度） 兵庫学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 兵庫学習センター 兵庫学習センター事務長 廃棄
2017 兵庫学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験 単位認定試験（平成２９年度） 兵庫学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 兵庫学習センター 兵庫学習センター事務長 廃棄
2018 兵庫学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験 単位認定試験（平成３０年度） 兵庫学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 兵庫学習センター 兵庫学習センター事務長 廃棄
2019 兵庫学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験 単位認定試験（令和元年度） 兵庫学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 兵庫学習センター 兵庫学習センター事務長 廃棄
2015 兵庫学習センター 単位認定試験関係 編入学・既修得単位認定 編入学・既修得単位認定（平成２７年度） 兵庫学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 兵庫学習センター 兵庫学習センター事務長 廃棄
2017 兵庫学習センター 会計 支払関係（本部経費） 支払関係（本部経費）（平成２９年度） 兵庫学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 兵庫学習センター 兵庫学習センター事務長 廃棄
2018 兵庫学習センター 会計 支払関係（本部経費） 支払関係（本部経費）（平成３０年度） 兵庫学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 兵庫学習センター 兵庫学習センター事務長 廃棄
2019 兵庫学習センター 会計 支払関係（本部経費） 支払関係（本部経費）（令和元年度） 兵庫学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 兵庫学習センター 兵庫学習センター事務長 廃棄
2010 兵庫学習センター 会計 契約関係 契約関係（平成２２年度） 兵庫学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 兵庫学習センター 兵庫学習センター事務長 廃棄



287/374

大分類 中分類
備考作成・取得年度等

文書分類
小分類 法人文書ファイル名 作成・取得者 起算日 保存期間

保存期間満了
時期

媒体の種別 保存場所 管理者 管理担当係等
保存期間満了時の

措置結果
2011 兵庫学習センター 会計 契約関係 契約関係（平成２３年度） 兵庫学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 兵庫学習センター 兵庫学習センター事務長 廃棄
2012 兵庫学習センター 会計 契約関係 契約関係（平成２４年度） 兵庫学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 兵庫学習センター 兵庫学習センター事務長 廃棄
2013 兵庫学習センター 会計 契約関係 契約関係（平成２５年度） 兵庫学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 兵庫学習センター 兵庫学習センター事務長 廃棄
2014 兵庫学習センター 会計 契約関係 契約関係（平成２６年度） 兵庫学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 兵庫学習センター 兵庫学習センター事務長 廃棄
2015 兵庫学習センター 会計 契約関係 契約関係（平成２７年度） 兵庫学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 兵庫学習センター 兵庫学習センター事務長 廃棄
2016 兵庫学習センター 会計 契約関係 契約関係（平成２８年度） 兵庫学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 兵庫学習センター 兵庫学習センター事務長 廃棄
2017 兵庫学習センター 会計 契約関係 契約関係（平成２９年度） 兵庫学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 兵庫学習センター 兵庫学習センター事務長 廃棄
2018 兵庫学習センター 会計 契約関係 契約関係（平成３０年度） 兵庫学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 兵庫学習センター 兵庫学習センター事務長 廃棄
2019 兵庫学習センター 会計 契約関係 契約関係（令和元年度） 兵庫学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 兵庫学習センター 兵庫学習センター事務長 廃棄
2010 兵庫学習センター 会計 現金払込書 現金払込書（平成２２年度） 兵庫学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 兵庫学習センター 兵庫学習センター事務長 廃棄
2011 兵庫学習センター 会計 現金払込書 現金払込書（平成２３年度） 兵庫学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 兵庫学習センター 兵庫学習センター事務長 廃棄
2012 兵庫学習センター 会計 現金払込書 現金払込書（平成２４年度） 兵庫学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 兵庫学習センター 兵庫学習センター事務長 廃棄
2013 兵庫学習センター 会計 現金払込書 現金払込書（平成２５年度） 兵庫学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 兵庫学習センター 兵庫学習センター事務長 廃棄
2014 兵庫学習センター 会計 現金払込書 収入関係（平成２６年度） 兵庫学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 兵庫学習センター 兵庫学習センター事務長 廃棄
2015 兵庫学習センター 会計 現金払込書 収入関係（平成２７年度） 兵庫学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 兵庫学習センター 兵庫学習センター事務長 廃棄
2016 兵庫学習センター 会計 現金払込書 収入関係（平成２８年度） 兵庫学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 兵庫学習センター 兵庫学習センター事務長 廃棄
2017 兵庫学習センター 会計 現金払込書 収入関係（平成２９年度） 兵庫学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 兵庫学習センター 兵庫学習センター事務長 廃棄
2018 兵庫学習センター 会計 現金払込書 収入関係（平成３０年度） 兵庫学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 兵庫学習センター 兵庫学習センター事務長 廃棄
2019 兵庫学習センター 会計 現金払込書 収入関係（令和元年度） 兵庫学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 兵庫学習センター 兵庫学習センター事務長 廃棄
2010 兵庫学習センター 会計 出納簿 出納簿（平成２２年度） 兵庫学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 兵庫学習センター 兵庫学習センター事務長 廃棄
2011 兵庫学習センター 会計 出納簿 出納簿（平成２３年度） 兵庫学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 兵庫学習センター 兵庫学習センター事務長 廃棄
2012 兵庫学習センター 会計 出納簿 出納簿（平成２４年度） 兵庫学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 兵庫学習センター 兵庫学習センター事務長 廃棄
2013 兵庫学習センター 会計 出納簿 出納簿（平成２５年度） 兵庫学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 兵庫学習センター 兵庫学習センター事務長 廃棄
2014 兵庫学習センター 会計 出納簿 出納簿（平成２６年度） 兵庫学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 兵庫学習センター 兵庫学習センター事務長 廃棄
2015 兵庫学習センター 会計 出納簿 出納簿（平成２７年度） 兵庫学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 兵庫学習センター 兵庫学習センター事務長 廃棄
2016 兵庫学習センター 会計 出納簿 出納簿（平成２８年度） 兵庫学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 兵庫学習センター 兵庫学習センター事務長 廃棄
2017 兵庫学習センター 会計 出納簿 出納簿（平成２９年度） 兵庫学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 兵庫学習センター 兵庫学習センター事務長 廃棄
2018 兵庫学習センター 会計 出納簿 出納簿（平成３０年度） 兵庫学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 兵庫学習センター 兵庫学習センター事務長 廃棄
2019 兵庫学習センター 会計 出納簿 出納簿（令和元年度） 兵庫学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 兵庫学習センター 兵庫学習センター事務長 廃棄
2010 兵庫学習センター 会計 物品取得及び修繕（役務）請求書 物品取得及び修繕（役務）請求書平成２２年度 兵庫学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 兵庫学習センター 兵庫学習センター事務長 廃棄
2011 兵庫学習センター 会計 物品取得及び修繕（役務）請求書 物品取得及び修繕（役務）請求書平成２３年度 兵庫学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 兵庫学習センター 兵庫学習センター事務長 廃棄
2010 兵庫学習センター 会計 前渡資金 前渡資金（平成２２年度） 兵庫学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 兵庫学習センター 兵庫学習センター事務長 廃棄
2011 兵庫学習センター 会計 前渡資金 前渡資金（平成２３年度） 兵庫学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 兵庫学習センター 兵庫学習センター事務長 廃棄
2012 兵庫学習センター 会計 前渡資金 前渡資金（平成２４年度） 兵庫学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 兵庫学習センター 兵庫学習センター事務長 廃棄
2013 兵庫学習センター 会計 前渡資金 前渡資金（平成２５年度） 兵庫学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 兵庫学習センター 兵庫学習センター事務長 廃棄
2014 兵庫学習センター 会計 前渡資金 前渡資金（平成２６年度） 兵庫学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 兵庫学習センター 兵庫学習センター事務長 廃棄
2015 兵庫学習センター 会計 前渡資金 前渡資金（平成２７年度） 兵庫学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 兵庫学習センター 兵庫学習センター事務長 廃棄
2016 兵庫学習センター 会計 前渡資金 前渡資金（平成２８年度） 兵庫学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 兵庫学習センター 兵庫学習センター事務長 廃棄
2017 兵庫学習センター 会計 前渡資金 前渡資金（平成２９年度） 兵庫学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 兵庫学習センター 兵庫学習センター事務長 廃棄
2018 兵庫学習センター 会計 前渡資金 前渡資金（平成３０年度） 兵庫学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 兵庫学習センター 兵庫学習センター事務長 廃棄
2019 兵庫学習センター 会計 前渡資金 前渡資金（令和元年度） 兵庫学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 兵庫学習センター 兵庫学習センター事務長 廃棄
2010 兵庫学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等受払簿（平成２２年度） 兵庫学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 兵庫学習センター 兵庫学習センター事務長 廃棄
2011 兵庫学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等受払簿（平成２３年度） 兵庫学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 兵庫学習センター 兵庫学習センター事務長 廃棄
2012 兵庫学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等受払簿（平成２４年度） 兵庫学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 兵庫学習センター 兵庫学習センター事務長 廃棄
2013 兵庫学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等受払簿（平成２５年度） 兵庫学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 兵庫学習センター 兵庫学習センター事務長 廃棄
2014 兵庫学習センター 会計 常備品残高報告書 常備品残高報告書（平成２６年度） 兵庫学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 兵庫学習センター 兵庫学習センター事務長 廃棄
2015 兵庫学習センター 会計 常備品残高報告書 常備品残高報告書（平成２７年度） 兵庫学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 兵庫学習センター 兵庫学習センター事務長 廃棄
2016 兵庫学習センター 会計 常備品残高報告書 常備品残高報告書（平成２８年度） 兵庫学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 兵庫学習センター 兵庫学習センター事務長 廃棄
2017 兵庫学習センター 会計 常備品残高報告書 常備品残高報告書（平成２９年度） 兵庫学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 兵庫学習センター 兵庫学習センター事務長 廃棄
2018 兵庫学習センター 会計 常備品残高報告書 常備品残高報告書（平成３０年度） 兵庫学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 兵庫学習センター 兵庫学習センター事務長 廃棄
2019 兵庫学習センター 会計 常備品残高報告書 常備品残高報告書（令和元年度） 兵庫学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 兵庫学習センター 兵庫学習センター事務長 廃棄
2010 兵庫学習センター 会計 予算執行計画・示達書 予算執行計画・示達書（平成２２年度） 兵庫学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 兵庫学習センター 兵庫学習センター事務長 廃棄
2011 兵庫学習センター 会計 予算執行計画・示達書 予算執行計画・示達書（平成２３年度） 兵庫学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 兵庫学習センター 兵庫学習センター事務長 廃棄
2012 兵庫学習センター 会計 予算執行計画・示達書 予算執行計画・示達書（平成２４年度） 兵庫学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 兵庫学習センター 兵庫学習センター事務長 廃棄
2013 兵庫学習センター 会計 予算執行計画・示達書 予算執行計画・示達書（平成２５年度） 兵庫学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 兵庫学習センター 兵庫学習センター事務長 廃棄
2014 兵庫学習センター 会計 予算執行計画・示達書 予算執行計画・示達書（平成２６年度） 兵庫学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 兵庫学習センター 兵庫学習センター事務長 廃棄
2015 兵庫学習センター 会計 予算執行計画・示達書 予算執行計画・示達書（平成２７年度） 兵庫学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 兵庫学習センター 兵庫学習センター事務長 廃棄
2016 兵庫学習センター 会計 予算執行計画・示達書 予算執行計画・示達書（平成２８年度） 兵庫学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 兵庫学習センター 兵庫学習センター事務長 廃棄
2017 兵庫学習センター 会計 予算執行計画・示達書 予算執行計画・示達書（平成２９年度） 兵庫学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 兵庫学習センター 兵庫学習センター事務長 廃棄
2018 兵庫学習センター 会計 予算執行計画・示達書 予算執行計画・示達書（平成３０年度） 兵庫学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 兵庫学習センター 兵庫学習センター事務長 廃棄
2019 兵庫学習センター 会計 予算執行計画・示達書 予算執行計画・示達書（令和元年度） 兵庫学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 兵庫学習センター 兵庫学習センター事務長 廃棄
2012 兵庫学習センター 会計 支払関係 支払関係（平成２４年度）　 兵庫学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 兵庫学習センター 兵庫学習センター事務長 廃棄
2013 兵庫学習センター 会計 支払関係 支払関係（平成２５年度） 兵庫学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 兵庫学習センター 兵庫学習センター事務長 廃棄
2014 兵庫学習センター 会計 支払関係 支払関係（平成２６年度） 兵庫学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 兵庫学習センター 兵庫学習センター事務長 廃棄
2015 兵庫学習センター 会計 支払関係 支払関係（平成２７年度） 兵庫学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 兵庫学習センター 兵庫学習センター事務長 廃棄
2016 兵庫学習センター 会計 支払関係 支払関係（平成２８年度） 兵庫学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 兵庫学習センター 兵庫学習センター事務長 廃棄
2017 兵庫学習センター 会計 支払関係 支払関係（平成２９年度） 兵庫学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 兵庫学習センター 兵庫学習センター事務長 廃棄
2018 兵庫学習センター 会計 支払関係 支払関係（平成３０年度） 兵庫学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 兵庫学習センター 兵庫学習センター事務長 廃棄
2019 兵庫学習センター 会計 支払関係 支払関係（令和元年度） 兵庫学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 兵庫学習センター 兵庫学習センター事務長 廃棄
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2012 兵庫学習センター 会計 郵便料金計器計示額報告書 郵便料金計器計示額報告書（平成２４年度） 兵庫学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 兵庫学習センター 兵庫学習センター事務長 廃棄
2013 兵庫学習センター 会計 郵便料金計器計示額報告書 郵便料金計器計示額報告書（平成２５年度） 兵庫学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 兵庫学習センター 兵庫学習センター事務長 廃棄
2014 兵庫学習センター 会計 郵便料金計器計示額報告書 郵便料金計器計示額報告書（平成２６年度） 兵庫学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 兵庫学習センター 兵庫学習センター事務長 廃棄
2015 兵庫学習センター 会計 郵便料金計器計示額報告書 郵便料金計器計示額報告書（平成２７年度） 兵庫学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 兵庫学習センター 兵庫学習センター事務長 廃棄
2016 兵庫学習センター 会計 郵便料金計器計示額報告書 郵便料金計器計示額報告書（平成２８年度） 兵庫学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 兵庫学習センター 兵庫学習センター事務長 廃棄
2017 兵庫学習センター 会計 郵便料金計器計示額報告書 郵便料金計器計示額報告書（平成２９年度） 兵庫学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 兵庫学習センター 兵庫学習センター事務長 廃棄
2018 兵庫学習センター 会計 郵便料金計器計示額報告書 郵便料金計器計示額報告書（平成３０年度） 兵庫学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 兵庫学習センター 兵庫学習センター事務長 廃棄
2019 兵庫学習センター 会計 郵便料金計器計示額報告書 郵便料金計器計示額報告書（令和元年度） 兵庫学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 兵庫学習センター 兵庫学習センター事務長 廃棄
2017 兵庫学習センター 施設 防火管理関係 防火管理関係（平成２９年度） 兵庫学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 兵庫学習センター 兵庫学習センター事務長 廃棄
2018 兵庫学習センター 施設 防火管理関係 防火管理関係（監守計画・消防計画）（平成３０年度） 兵庫学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 兵庫学習センター 兵庫学習センター事務長 廃棄
2019 兵庫学習センター 施設 防火管理関係 防火管理関係（監守計画・消防計画）（令和元年度） 兵庫学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 兵庫学習センター 兵庫学習センター事務長 廃棄
2015 兵庫学習センター 出願 身障者出願関係 身障者出願関係（平成２７年度） 兵庫学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 兵庫学習センター 兵庫学習センター事務長 廃棄
2016 兵庫学習センター 出願 身障者出願関係 身障者出願関係（平成２８年度） 兵庫学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 兵庫学習センター 兵庫学習センター事務長 廃棄
2017 兵庫学習センター 出願 身障者出願関係 身障者出願関係（平成２９年度） 兵庫学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 兵庫学習センター 兵庫学習センター事務長 廃棄
2018 兵庫学習センター 出願 身障者出願関係 身障者出願関係（平成３０年度） 兵庫学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 兵庫学習センター 兵庫学習センター事務長 廃棄
2019 兵庫学習センター 出願 身障者出願関係 身障者出願関係（令和元年度） 兵庫学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 兵庫学習センター 兵庫学習センター事務長 廃棄
1996 奈良学習センター 式典 奈良学習センター開所式 奈良学習センター開所式 奈良学習センター事務長 1997/4/1 無期限 紙 奈良学習センター 奈良学習センター事務長 廃棄
2016 奈良学習センター 式典 周年式典関係 開設20周年記念式典関係（平成28年度） 奈良学習センター事務長 2017/4/1 無期限 紙 奈良学習センター 奈良学習センター事務長 廃棄
2010 奈良学習センター 式典 入学式・卒業式 入学式・卒業式（平成22年度） 奈良学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 奈良学習センター 奈良学習センター事務長 廃棄
2011 奈良学習センター 式典 入学式・卒業式 入学式・卒業式（平成23年度） 奈良学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 奈良学習センター 奈良学習センター事務長 廃棄
2012 奈良学習センター 式典 入学者の集い：卒業式関係 入学者の集い：卒業式関係（平成24年度） 奈良学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 奈良学習センター 奈良学習センター事務長 廃棄
2013 奈良学習センター 式典 入学者の集い：卒業式関係 入学者の集い：卒業式関係（平成25年度） 奈良学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 奈良学習センター 奈良学習センター事務長 廃棄
2014 奈良学習センター 式典 入学者の集い：卒業式関係 入学者の集い：卒業式関係（平成26年度） 奈良学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 奈良学習センター 奈良学習センター事務長 廃棄
2015 奈良学習センター 式典 入学者の集い：卒業式関係 入学者の集い：卒業式関係（平成27年度） 奈良学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 奈良学習センター 奈良学習センター事務長 廃棄
2016 奈良学習センター 式典 入学者の集い：卒業式関係 入学者の集い：卒業式関係（平成28年度） 奈良学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 奈良学習センター 奈良学習センター事務長 廃棄
2017 奈良学習センター 式典 入学者の集い：卒業式関係 入学者の集い：卒業式関係（平成29年度） 奈良学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 奈良学習センター 奈良学習センター事務長 廃棄
2018 奈良学習センター 式典 入学者の集い：卒業式関係 入学者の集い：卒業式関係（平成30年度） 奈良学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 奈良学習センター 奈良学習センター事務長 廃棄
2019 奈良学習センター 式典 入学者の集い：卒業式関係 入学者の集い：卒業式関係（令和元年度） 奈良学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 奈良学習センター 奈良学習センター事務長 廃棄
2015 奈良学習センター 人事 人事任免関係 人事任免関係（平成27年度） 奈良学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 奈良学習センター 奈良学習センター事務長 廃棄
2016 奈良学習センター 人事 人事任免関係 人事任免関係（平成28年度） 奈良学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 奈良学習センター 奈良学習センター事務長 廃棄
2017 奈良学習センター 人事 人事任免関係 人事任免関係（平成29年度） 奈良学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 奈良学習センター 奈良学習センター事務長 廃棄
2018 奈良学習センター 人事 人事任免関係 人事任免関係（平成30年度） 奈良学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 奈良学習センター 奈良学習センター事務長 廃棄
2019 奈良学習センター 人事 人事任免関係 人事任免関係（令和元年度） 奈良学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 奈良学習センター 奈良学習センター事務長 廃棄
2017 奈良学習センター 諸会議 近畿ブロック会議関係 近畿ブロック会議関係（平成29年度） 奈良学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 奈良学習センター 奈良学習センター事務長 廃棄
2018 奈良学習センター 諸会議 近畿ブロック会議関係 近畿ブロック会議関係（平成30年度） 奈良学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 奈良学習センター 奈良学習センター事務長 廃棄
2019 奈良学習センター 諸会議 近畿ブロック会議関係 近畿ブロック会議関係（令和元年度） 奈良学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 奈良学習センター 奈良学習センター事務長 廃棄
2015 奈良学習センター 広報 機関紙【芳藻】 機関紙【芳藻】（平成27年度） 奈良学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 奈良学習センター 奈良学習センター事務長 廃棄
2016 奈良学習センター 広報 機関紙【芳藻】 機関紙【芳藻】（平成28年度） 奈良学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 奈良学習センター 奈良学習センター事務長 廃棄
2017 奈良学習センター 広報 機関紙【芳藻】 機関紙【芳藻】（平成29年度） 奈良学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 奈良学習センター 奈良学習センター事務長 廃棄
2018 奈良学習センター 広報 機関紙【芳藻】 機関紙【芳藻】（平成30年度） 奈良学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 奈良学習センター 奈良学習センター事務長 廃棄
2019 奈良学習センター 広報 機関紙【芳藻】 機関紙【芳藻】（令和元年度） 奈良学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 奈良学習センター 奈良学習センター事務長 廃棄
2015 奈良学習センター 広報 広報関係 広報関係（平成27年度） 奈良学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 奈良学習センター 奈良学習センター事務長 廃棄
2016 奈良学習センター 広報 広報関係 広報関係（平成28年度） 奈良学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 奈良学習センター 奈良学習センター事務長 廃棄
2017 奈良学習センター 広報 広報関係 広報関係（平成29年度） 奈良学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 奈良学習センター 奈良学習センター事務長 廃棄
2018 奈良学習センター 広報 広報関係 広報関係（平成30年度） 奈良学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 奈良学習センター 奈良学習センター事務長 廃棄
2019 奈良学習センター 広報 広報関係 広報関係（令和元年度） 奈良学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 奈良学習センター 奈良学習センター事務長 廃棄
2010 奈良学習センター 庶務 復命書 復命書（平成22年度） 奈良学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 奈良学習センター 奈良学習センター事務長 廃棄
2011 奈良学習センター 庶務 復命書 復命書（平成23年度） 奈良学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 奈良学習センター 奈良学習センター事務長 廃棄
2012 奈良学習センター 庶務 復命書 復命書（平成24年度） 奈良学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 奈良学習センター 奈良学習センター事務長 廃棄
2013 奈良学習センター 庶務 復命書 復命書（平成25年度） 奈良学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 奈良学習センター 奈良学習センター事務長 廃棄
2014 奈良学習センター 庶務 復命書 復命書（平成26年度） 奈良学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 奈良学習センター 奈良学習センター事務長 廃棄
2015 奈良学習センター 庶務 復命書 復命書（平成27年度） 奈良学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 奈良学習センター 奈良学習センター事務長 廃棄
2016 奈良学習センター 庶務 復命書 復命書（平成28年度） 奈良学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 奈良学習センター 奈良学習センター事務長 廃棄
2017 奈良学習センター 庶務 復命書 復命書（平成29年度） 奈良学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 奈良学習センター 奈良学習センター事務長 廃棄
2018 奈良学習センター 庶務 復命書 復命書（平成30年度） 奈良学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 奈良学習センター 奈良学習センター事務長 廃棄
2019 奈良学習センター 庶務 復命書 復命書（令和元年度） 奈良学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 奈良学習センター 奈良学習センター事務長 廃棄
2010 奈良学習センター 庶務 旅行命令・依頼簿 旅行命令・依頼簿（平成22年度） 奈良学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 奈良学習センター 奈良学習センター事務長 廃棄
2011 奈良学習センター 庶務 旅行命令・依頼簿 旅行命令・依頼簿（平成23年度） 奈良学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 奈良学習センター 奈良学習センター事務長 廃棄
2012 奈良学習センター 庶務 旅費・外勤交通費関係 旅費・外勤交通費関係（平成24年度） 奈良学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 奈良学習センター 奈良学習センター事務長 廃棄
2013 奈良学習センター 庶務 旅費・外勤交通費関係 旅費・外勤交通費関係（平成25年度） 奈良学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 奈良学習センター 奈良学習センター事務長 廃棄
2014 奈良学習センター 庶務 旅費・外勤交通費関係 旅費・外勤交通費関係（平成26年度） 奈良学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 奈良学習センター 奈良学習センター事務長 廃棄
2015 奈良学習センター 庶務 旅費・外勤交通費関係 旅費・外勤交通費関係（平成27年度） 奈良学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 奈良学習センター 奈良学習センター事務長 廃棄
2016 奈良学習センター 庶務 旅費・外勤交通費関係 旅費・外勤交通費関係（平成28年度） 奈良学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 奈良学習センター 奈良学習センター事務長 廃棄
2017 奈良学習センター 庶務 旅費・外勤交通費関係 旅費・外勤交通費関係（平成29年度） 奈良学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 奈良学習センター 奈良学習センター事務長 廃棄
2018 奈良学習センター 庶務 旅費・外勤交通費関係 旅費・外勤交通費関係（平成30年度） 奈良学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 奈良学習センター 奈良学習センター事務長 廃棄
2019 奈良学習センター 庶務 旅費・外勤交通費関係 旅費・外勤交通費関係（令和元年度） 奈良学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 奈良学習センター 奈良学習センター事務長 廃棄
2010 奈良学習センター 庶務 物品供用簿 物品供用簿（平成22年度） 奈良学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 奈良学習センター 奈良学習センター事務長 廃棄
2011 奈良学習センター 庶務 物品供用簿 物品供用簿（平成23年度） 奈良学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 奈良学習センター 奈良学習センター事務長 廃棄
2012 奈良学習センター 庶務 物品供用簿 物品供用簿（平成24年度） 奈良学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 奈良学習センター 奈良学習センター事務長 廃棄
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2013 奈良学習センター 庶務 物品供用簿 物品供用簿（平成25年度） 奈良学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 奈良学習センター 奈良学習センター事務長 廃棄
2014 奈良学習センター 庶務 物品供用簿 物品供用簿（平成26年度） 奈良学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 奈良学習センター 奈良学習センター事務長 廃棄
2015 奈良学習センター 庶務 物品供用簿 物品供用簿（平成27年度） 奈良学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 奈良学習センター 奈良学習センター事務長 廃棄
2016 奈良学習センター 庶務 物品供用簿 物品供用簿（平成28年度） 奈良学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 奈良学習センター 奈良学習センター事務長 廃棄
2017 奈良学習センター 庶務 物品供用簿 物品供用簿（平成29年度） 奈良学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 奈良学習センター 奈良学習センター事務長 廃棄
2018 奈良学習センター 庶務 物品供用簿 物品供用簿（平成30年度） 奈良学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 奈良学習センター 奈良学習センター事務長 廃棄
2019 奈良学習センター 庶務 物品供用簿 物品供用簿（令和元年度） 奈良学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 奈良学習センター 奈良学習センター事務長 廃棄
2017 奈良学習センター 職員 勤務時間報告 勤務時間報告（平成29年度） 奈良学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 奈良学習センター 奈良学習センター事務長 廃棄
2018 奈良学習センター 職員 勤務時間報告 勤務時間報告（平成30年度） 奈良学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 奈良学習センター 奈良学習センター事務長 廃棄
2019 奈良学習センター 職員 勤務時間報告 勤務時間報告（令和元年度） 奈良学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 奈良学習センター 奈良学習センター事務長 廃棄
2017 奈良学習センター 職員 勤務時間割振簿 勤務時間割振簿（平成29年度） 奈良学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 奈良学習センター 奈良学習センター事務長 廃棄
2018 奈良学習センター 職員 勤務時間割振簿 勤務時間割振簿（平成30年度） 奈良学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 奈良学習センター 奈良学習センター事務長 廃棄
2019 奈良学習センター 職員 勤務時間割振簿 勤務時間割振簿（令和元年度） 奈良学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 奈良学習センター 奈良学習センター事務長 廃棄
2017 奈良学習センター 職員 休暇簿 休暇簿（平成29年度） 奈良学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 奈良学習センター 奈良学習センター事務長 廃棄
2018 奈良学習センター 職員 休暇簿 休暇簿（平成30年度） 奈良学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 奈良学習センター 奈良学習センター事務長 廃棄
2019 奈良学習センター 職員 休暇簿 休暇簿（令和元年度） 奈良学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 奈良学習センター 奈良学習センター事務長 廃棄
2017 奈良学習センター 職員 出勤簿 出勤簿（平成29年度） 奈良学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 奈良学習センター 奈良学習センター事務長 廃棄
2018 奈良学習センター 職員 出勤簿 出勤簿（平成30年度） 奈良学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 奈良学習センター 奈良学習センター事務長 廃棄
2019 奈良学習センター 職員 出勤簿 出勤簿（令和元年度） 奈良学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 奈良学習センター 奈良学習センター事務長 廃棄
2015 奈良学習センター 面接授業 面接授業 面接授業平成27年度第１学期 奈良学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 奈良学習センター 奈良学習センター事務長 廃棄
2015 奈良学習センター 面接授業 面接授業 面接授業平成27年度第２学期 奈良学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 奈良学習センター 奈良学習センター事務長 廃棄
2016 奈良学習センター 面接授業 面接授業 面接授業平成28年度第１学期 奈良学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 奈良学習センター 奈良学習センター事務長 廃棄
2016 奈良学習センター 面接授業 面接授業 面接授業平成28年度第２学期 奈良学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 奈良学習センター 奈良学習センター事務長 廃棄
2017 奈良学習センター 面接授業 面接授業 面接授業平成29年度第１学期 奈良学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 奈良学習センター 奈良学習センター事務長 廃棄
2017 奈良学習センター 面接授業 面接授業 面接授業平成29年度第２学期 奈良学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 奈良学習センター 奈良学習センター事務長 廃棄
2018 奈良学習センター 面接授業 面接授業 面接授業平成30年度第１学期 奈良学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 奈良学習センター 奈良学習センター事務長 廃棄
2018 奈良学習センター 面接授業 面接授業 面接授業平成30年度第２学期 奈良学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 奈良学習センター 奈良学習センター事務長 廃棄
2019 奈良学習センター 面接授業 面接授業 面接授業令和元年度第１学期 奈良学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 奈良学習センター 奈良学習センター事務長 廃棄
2019 奈良学習センター 面接授業 面接授業 面接授業令和元年度第２学期 奈良学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 奈良学習センター 奈良学習センター事務長 廃棄
2014 奈良学習センター 教務関係 単位互換協定関係 単位互換協定関係（平成26年度） 奈良学習センター事務長 2015/4/1 3年（失効後） 紙 奈良学習センター 奈良学習センター事務長 廃棄
2015 奈良学習センター 教務関係 単位互換協定関係 単位互換協定関係（平成27年度） 奈良学習センター事務長 2016/4/1 3年（失効後） 紙 奈良学習センター 奈良学習センター事務長 廃棄
2016 奈良学習センター 教務関係 単位互換協定関係 単位互換協定関係（平成28年度） 奈良学習センター事務長 2017/4/1 3年（失効後） 紙 奈良学習センター 奈良学習センター事務長 廃棄
2015 奈良学習センター 学生関係 学生研修旅行関係 学生研修旅行関係（平成27年度） 奈良学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 奈良学習センター 奈良学習センター事務長 廃棄
2016 奈良学習センター 学生関係 学生研修旅行関係 学生研修旅行関係（平成28年度） 奈良学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 奈良学習センター 奈良学習センター事務長 廃棄
2017 奈良学習センター 学生関係 学生研修旅行関係 学生研修旅行関係（平成29年度） 奈良学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 奈良学習センター 奈良学習センター事務長 廃棄
2018 奈良学習センター 学生関係 学生研修旅行関係 学生研修旅行関係（平成30年度） 奈良学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 奈良学習センター 奈良学習センター事務長 廃棄
2019 奈良学習センター 学生関係 学生研修旅行関係 学生研修旅行関係（令和元年度） 奈良学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 奈良学習センター 奈良学習センター事務長 廃棄
2015 奈良学習センター 学生関係 学生団体関係 学生団体関係（平成27年度） 奈良学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 奈良学習センター 奈良学習センター事務長 廃棄
2016 奈良学習センター 学生関係 学生団体関係 学生団体関係（平成28年度） 奈良学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 奈良学習センター 奈良学習センター事務長 廃棄
2017 奈良学習センター 学生関係 学生団体関係 学生団体関係（平成29年度） 奈良学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 奈良学習センター 奈良学習センター事務長 廃棄
2018 奈良学習センター 学生関係 学生団体関係 学生団体関係（平成30年度） 奈良学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 奈良学習センター 奈良学習センター事務長 廃棄
2019 奈良学習センター 学生関係 学生団体関係 学生団体関係（令和元年度） 奈良学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 奈良学習センター 奈良学習センター事務長 廃棄
2015 奈良学習センター 学生関係 奨学金関係 奨学金関係（平成27年度） 奈良学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 奈良学習センター 奈良学習センター事務長 廃棄
2016 奈良学習センター 学生関係 奨学金関係 奨学金関係（平成28年度） 奈良学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 奈良学習センター 奈良学習センター事務長 廃棄
2017 奈良学習センター 学生関係 奨学金関係 奨学金関係（平成29年度） 奈良学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 奈良学習センター 奈良学習センター事務長 廃棄
2018 奈良学習センター 学生関係 奨学金関係 奨学金関係（平成30年度） 奈良学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 奈良学習センター 奈良学習センター事務長 廃棄
2019 奈良学習センター 学生関係 奨学金関係 奨学金関係（令和元年度） 奈良学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 奈良学習センター 奈良学習センター事務長 廃棄
2015 奈良学習センター 学生関係 他大学等の図書館利用許可申請関係 他大学等の図書館利用許可申請関係（平成27年度） 奈良学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 奈良学習センター 奈良学習センター事務長 廃棄
2016 奈良学習センター 学生関係 他大学等の図書館利用許可申請関係 他大学等の図書館利用許可申請関係（平成28年度） 奈良学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 奈良学習センター 奈良学習センター事務長 廃棄
2017 奈良学習センター 学生関係 他大学等の図書館利用許可申請関係 他大学等の図書館利用許可申請関係（平成29年度） 奈良学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 奈良学習センター 奈良学習センター事務長 廃棄
2018 奈良学習センター 学生関係 他大学等の図書館利用許可申請関係 他大学等の図書館利用許可申請関係（平成30年度） 奈良学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 奈良学習センター 奈良学習センター事務長 廃棄
2019 奈良学習センター 学生関係 他大学等の図書館利用許可申請関係 他大学等の図書館利用許可申請関係（令和元年度） 奈良学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 奈良学習センター 奈良学習センター事務長 廃棄
2015 奈良学習センター 学生関係 身体等に障がいを有する者関係 身体等に障がいを有する者関係（平成27年度） 奈良学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 奈良学習センター 奈良学習センター事務長 廃棄
2016 奈良学習センター 学生関係 身体等に障がいを有する者関係 身体等に障がいを有する者関係（平成28年度） 奈良学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 奈良学習センター 奈良学習センター事務長 廃棄
2017 奈良学習センター 学生関係 身体等に障がいを有する者関係 身体等に障がいを有する者関係（平成29年度） 奈良学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 奈良学習センター 奈良学習センター事務長 廃棄
2018 奈良学習センター 学生関係 身体等に障がいを有する者関係 身体等に障がいを有する者関係（平成30年度） 奈良学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 奈良学習センター 奈良学習センター事務長 廃棄
2019 奈良学習センター 学生関係 身体等に障がいを有する者関係 身体等に障がいを有する者関係（令和元年度） 奈良学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 奈良学習センター 奈良学習センター事務長 廃棄
2011 奈良学習センター 単位認定試験関係 単位互換協定関係 単位互換協定関係（平成10～23年度） 奈良学習センター事務長 2012/4/1 3年（失効後） 紙 奈良学習センター 奈良学習センター事務長 廃棄
2012 奈良学習センター 単位認定試験関係 単位互換協定関係 単位互換協定関係（平成24年度） 奈良学習センター事務長 2013/4/1 3年（失効後） 紙 奈良学習センター 奈良学習センター事務長 廃棄
2013 奈良学習センター 単位認定試験関係 単位互換協定関係 単位互換協定関係（平成25年度） 奈良学習センター事務長 2014/4/1 3年（失効後） 紙 奈良学習センター 奈良学習センター事務長 廃棄
2010 奈良学習センター 会計 年間契約関係 年間契約関係（平成22年度） 奈良学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 奈良学習センター 奈良学習センター事務長 廃棄
2011 奈良学習センター 会計 年間契約関係 年間契約関係（平成23年度） 奈良学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 奈良学習センター 奈良学習センター事務長 廃棄
2012 奈良学習センター 会計 契約書関係 契約書関係（平成24年度） 奈良学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 奈良学習センター 奈良学習センター事務長 廃棄
2013 奈良学習センター 会計 契約書関係 契約書関係（平成25年度） 奈良学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 奈良学習センター 奈良学習センター事務長 廃棄
2014 奈良学習センター 会計 契約書関係 契約書関係（平成26年度） 奈良学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 奈良学習センター 奈良学習センター事務長 廃棄
2015 奈良学習センター 会計 契約書関係 契約書関係（平成27年度） 奈良学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 奈良学習センター 奈良学習センター事務長 廃棄
2016 奈良学習センター 会計 契約書関係 契約書関係（平成28年度） 奈良学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 奈良学習センター 奈良学習センター事務長 廃棄
2017 奈良学習センター 会計 契約書関係 契約書関係（平成29年度） 奈良学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 奈良学習センター 奈良学習センター事務長 廃棄
2018 奈良学習センター 会計 契約書関係 契約書関係（平成30年度） 奈良学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 奈良学習センター 奈良学習センター事務長 廃棄
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2019 奈良学習センター 会計 契約書関係 契約書関係（令和元年度） 奈良学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 奈良学習センター 奈良学習センター事務長 廃棄
2010 奈良学習センター 会計 産業廃棄物処理 産業廃棄物処理（平成22年度） 奈良学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 奈良学習センター 奈良学習センター事務長 廃棄
2011 奈良学習センター 会計 産業廃棄物処理 産業廃棄物処理（平成23年度） 奈良学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 奈良学習センター 奈良学習センター事務長 廃棄
2012 奈良学習センター 会計 産業廃棄物処理関係 産業廃棄物処理関係（平成24年度） 奈良学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 奈良学習センター 奈良学習センター事務長 廃棄
2013 奈良学習センター 会計 産業廃棄物処理関係 産業廃棄物処理関係（平成25年度） 奈良学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 奈良学習センター 奈良学習センター事務長 廃棄
2014 奈良学習センター 会計 産業廃棄物処理関係 産業廃棄物処理関係（平成26年度） 奈良学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 奈良学習センター 奈良学習センター事務長 廃棄
2015 奈良学習センター 会計 産業廃棄物処理関係 産業廃棄物処理関係（平成27年度） 奈良学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 奈良学習センター 奈良学習センター事務長 廃棄
2016 奈良学習センター 会計 産業廃棄物処理関係 産業廃棄物処理関係（平成28年度） 奈良学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 奈良学習センター 奈良学習センター事務長 廃棄
2017 奈良学習センター 会計 産業廃棄物処理関係 産業廃棄物処理関係（平成29年度） 奈良学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 奈良学習センター 奈良学習センター事務長 廃棄
2018 奈良学習センター 会計 産業廃棄物処理関係 産業廃棄物処理関係（平成30年度） 奈良学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 奈良学習センター 奈良学習センター事務長 廃棄
2019 奈良学習センター 会計 産業廃棄物処理関係 産業廃棄物処理関係（令和元年度） 奈良学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 奈良学習センター 奈良学習センター事務長 廃棄
2010 奈良学習センター 会計 前渡資金出納簿 前渡資金出納簿（平成22年度） 奈良学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 奈良学習センター 奈良学習センター事務長 廃棄
2011 奈良学習センター 会計 前渡資金出納簿 前渡資金出納簿（平成23年度） 奈良学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 奈良学習センター 奈良学習センター事務長 廃棄
2012 奈良学習センター 会計 前渡資金出納簿 前渡資金出納簿（平成24年度） 奈良学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 奈良学習センター 奈良学習センター事務長 廃棄
2013 奈良学習センター 会計 前渡資金出納簿 前渡資金出納簿（平成25年度） 奈良学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 奈良学習センター 奈良学習センター事務長 廃棄
2014 奈良学習センター 会計 前渡資金出納簿 前渡資金出納簿（平成26年度） 奈良学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 奈良学習センター 奈良学習センター事務長 廃棄
2015 奈良学習センター 会計 前渡資金出納簿 前渡資金出納簿（平成27年度） 奈良学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 奈良学習センター 奈良学習センター事務長 廃棄
2016 奈良学習センター 会計 前渡資金出納簿 前渡資金出納簿（平成28年度） 奈良学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 奈良学習センター 奈良学習センター事務長 廃棄
2017 奈良学習センター 会計 前渡資金出納簿 前渡資金出納簿（平成29年度） 奈良学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 奈良学習センター 奈良学習センター事務長 廃棄
2018 奈良学習センター 会計 前渡資金出納簿 前渡資金出納簿（平成30年度） 奈良学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 奈良学習センター 奈良学習センター事務長 廃棄
2019 奈良学習センター 会計 前渡資金出納簿 前渡資金出納簿（令和元年度） 奈良学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 奈良学習センター 奈良学習センター事務長 廃棄
2010 奈良学習センター 会計 郵便切手受払簿 郵便切手受払簿（平成22年度） 奈良学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 奈良学習センター 奈良学習センター事務長 廃棄
2011 奈良学習センター 会計 郵便切手受払簿 郵便切手受払簿（平成23年度） 奈良学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 奈良学習センター 奈良学習センター事務長 廃棄
2012 奈良学習センター 会計 常備品関係 常備品関係（平成24年度） 奈良学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 奈良学習センター 奈良学習センター事務長 廃棄
2013 奈良学習センター 会計 常備品関係 常備品関係（平成25年度） 奈良学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 奈良学習センター 奈良学習センター事務長 廃棄
2014 奈良学習センター 会計 常備品関係 常備品関係（平成26年度） 奈良学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 奈良学習センター 奈良学習センター事務長 廃棄
2015 奈良学習センター 会計 常備品関係 常備品関係（平成27年度） 奈良学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 奈良学習センター 奈良学習センター事務長 廃棄
2016 奈良学習センター 会計 常備品関係 常備品関係（平成28年度） 奈良学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 奈良学習センター 奈良学習センター事務長 廃棄
2017 奈良学習センター 会計 常備品関係 常備品関係（平成29年度） 奈良学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 奈良学習センター 奈良学習センター事務長 廃棄
2018 奈良学習センター 会計 常備品関係 常備品関係（平成30年度） 奈良学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 奈良学習センター 奈良学習センター事務長 廃棄
2019 奈良学習センター 会計 常備品関係 常備品関係（令和元年度） 奈良学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 奈良学習センター 奈良学習センター事務長 廃棄
2010 奈良学習センター 会計 後納郵便料関係 後納郵便料関係（平成22年度） 奈良学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 奈良学習センター 奈良学習センター事務長 廃棄
2011 奈良学習センター 会計 後納郵便料関係 後納郵便料関係（平成23年度） 奈良学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 奈良学習センター 奈良学習センター事務長 廃棄
2012 奈良学習センター 会計 料金後納郵便差出票 料金後納郵便差出票（平成24年度） 奈良学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 奈良学習センター 奈良学習センター事務長 廃棄
2013 奈良学習センター 会計 料金後納郵便差出票 料金後納郵便差出票（平成25年度） 奈良学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 奈良学習センター 奈良学習センター事務長 廃棄
2014 奈良学習センター 会計 料金後納郵便差出票 料金後納郵便差出票（平成26年度） 奈良学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 奈良学習センター 奈良学習センター事務長 廃棄
2015 奈良学習センター 会計 料金後納郵便差出票 料金後納郵便差出票（平成27年度） 奈良学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 奈良学習センター 奈良学習センター事務長 廃棄
2016 奈良学習センター 会計 料金後納郵便差出票 料金後納郵便差出票（平成28年度） 奈良学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 奈良学習センター 奈良学習センター事務長 廃棄
2017 奈良学習センター 会計 料金後納郵便差出票 料金後納郵便差出票（平成29年度） 奈良学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 奈良学習センター 奈良学習センター事務長 廃棄
2018 奈良学習センター 会計 料金後納郵便差出票 料金後納郵便差出票（平成30年度） 奈良学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 奈良学習センター 奈良学習センター事務長 廃棄
2019 奈良学習センター 会計 料金後納郵便差出票 料金後納郵便差出票（令和元年度） 奈良学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 奈良学習センター 奈良学習センター事務長 廃棄
2010 奈良学習センター 会計 前渡資金精算書 前渡資金精算書（平成22年度） 奈良学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 奈良学習センター 奈良学習センター事務長 廃棄
2011 奈良学習センター 会計 前渡資金精算書 前渡資金精算書（平成23年度） 奈良学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 奈良学習センター 奈良学習センター事務長 廃棄
2010 奈良学習センター 会計 前渡資金要求書 前渡資金要求書（平成22年度） 奈良学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 奈良学習センター 奈良学習センター事務長 廃棄
2011 奈良学習センター 会計 前渡資金要求書 前渡資金要求書（平成23年度） 奈良学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 奈良学習センター 奈良学習センター事務長 廃棄
2012 奈良学習センター 会計 前渡資金要求書・精算書 前渡資金要求書・精算書（平成24年度） 奈良学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 奈良学習センター 奈良学習センター事務長 廃棄
2013 奈良学習センター 会計 前渡資金要求書・精算書 前渡資金要求書・精算書（平成25年度） 奈良学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 奈良学習センター 奈良学習センター事務長 廃棄
2014 奈良学習センター 会計 前渡資金要求書・精算書 前渡資金要求書・精算書（平成26年度） 奈良学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 奈良学習センター 奈良学習センター事務長 廃棄
2015 奈良学習センター 会計 前渡資金要求書・精算書 前渡資金要求書・精算書（平成27年度） 奈良学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 奈良学習センター 奈良学習センター事務長 廃棄
2016 奈良学習センター 会計 前渡資金要求書・精算書 前渡資金要求書・精算書（平成28年度） 奈良学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 奈良学習センター 奈良学習センター事務長 廃棄
2017 奈良学習センター 会計 前渡資金要求書・精算書 前渡資金要求書・精算書（平成29年度） 奈良学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 奈良学習センター 奈良学習センター事務長 廃棄
2018 奈良学習センター 会計 前渡資金要求書・精算書 前渡資金要求書・精算書（平成30年度） 奈良学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 奈良学習センター 奈良学習センター事務長 廃棄
2019 奈良学習センター 会計 前渡資金要求書・精算書 前渡資金要求書・精算書（令和元年度） 奈良学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 奈良学習センター 奈良学習センター事務長 廃棄
2010 奈良学習センター 会計 現金出納簿 現金出納簿（平成22年度） 奈良学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 奈良学習センター 奈良学習センター事務長 廃棄
2011 奈良学習センター 会計 現金出納簿 現金出納簿（平成23年度） 奈良学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 奈良学習センター 奈良学習センター事務長 廃棄
2012 奈良学習センター 会計 出納員現金出納簿 出納員現金出納簿（平成24年度） 奈良学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 奈良学習センター 奈良学習センター事務長 廃棄
2013 奈良学習センター 会計 出納員現金出納簿 出納員現金出納簿（平成25年度） 奈良学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 奈良学習センター 奈良学習センター事務長 廃棄
2014 奈良学習センター 会計 出納員現金出納簿 出納員現金出納簿（平成26年度） 奈良学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 奈良学習センター 奈良学習センター事務長 廃棄
2015 奈良学習センター 会計 出納員現金出納簿 出納員現金出納簿（平成27年度） 奈良学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 奈良学習センター 奈良学習センター事務長 廃棄
2016 奈良学習センター 会計 出納員現金出納簿 出納員現金出納簿（平成28年度） 奈良学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 奈良学習センター 奈良学習センター事務長 廃棄
2017 奈良学習センター 会計 出納員現金出納簿 出納員現金出納簿（平成29年度） 奈良学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 奈良学習センター 奈良学習センター事務長 廃棄
2018 奈良学習センター 会計 出納員現金出納簿 出納員現金出納簿（平成30年度） 奈良学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 奈良学習センター 奈良学習センター事務長 廃棄
2019 奈良学習センター 会計 出納員現金出納簿 出納員現金出納簿（令和元年度） 奈良学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 奈良学習センター 奈良学習センター事務長 廃棄
2010 奈良学習センター 会計 現金払込仕分書 現金払込仕分書（平成22年度） 奈良学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 奈良学習センター 奈良学習センター事務長 廃棄
2011 奈良学習センター 会計 現金払込仕分書 現金払込仕分書（平成23年度） 奈良学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 奈良学習センター 奈良学習センター事務長 廃棄
2012 奈良学習センター 会計 収入関係 収入関係（平成24年度） 奈良学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 奈良学習センター 奈良学習センター事務長 廃棄
2013 奈良学習センター 会計 収入関係 収入関係（平成25年度） 奈良学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 奈良学習センター 奈良学習センター事務長 廃棄
2014 奈良学習センター 会計 収入関係 収入関係（平成26年度） 奈良学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 奈良学習センター 奈良学習センター事務長 廃棄
2015 奈良学習センター 会計 収入関係 収入関係（平成27年度） 奈良学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 奈良学習センター 奈良学習センター事務長 廃棄
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措置結果
2016 奈良学習センター 会計 収入関係 収入関係（平成28年度） 奈良学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 奈良学習センター 奈良学習センター事務長 廃棄
2017 奈良学習センター 会計 収入関係 収入関係（平成29年度） 奈良学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 奈良学習センター 奈良学習センター事務長 廃棄
2018 奈良学習センター 会計 収入関係 収入関係（平成30年度） 奈良学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 奈良学習センター 奈良学習センター事務長 廃棄
2019 奈良学習センター 会計 収入関係 収入関係（令和元年度） 奈良学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 奈良学習センター 奈良学習センター事務長 廃棄
2010 奈良学習センター 会計 物品取得及び修繕（役務）通知書 物品取得及び修繕（役務）通知書（平成22年度） 奈良学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 奈良学習センター 奈良学習センター事務長 廃棄
2011 奈良学習センター 会計 物品取得及び修繕（役務）通知書 物品取得及び修繕（役務）通知書（平成23年度） 奈良学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 奈良学習センター 奈良学習センター事務長 廃棄
2012 奈良学習センター 会計 発注関係 発注関係（平成24年度） 奈良学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 奈良学習センター 奈良学習センター事務長 廃棄
2013 奈良学習センター 会計 発注関係 発注関係（平成25年度） 奈良学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 奈良学習センター 奈良学習センター事務長 廃棄
2014 奈良学習センター 会計 発注関係 発注関係（平成26年度） 奈良学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 奈良学習センター 奈良学習センター事務長 廃棄
2015 奈良学習センター 会計 発注関係 発注関係（平成27年度） 奈良学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 奈良学習センター 奈良学習センター事務長 廃棄
2016 奈良学習センター 会計 発注関係 発注関係（平成28年度） 奈良学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 奈良学習センター 奈良学習センター事務長 廃棄
2017 奈良学習センター 会計 発注関係 発注関係（平成29年度） 奈良学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 奈良学習センター 奈良学習センター事務長 廃棄
2018 奈良学習センター 会計 発注関係 発注関係（平成30年度） 奈良学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 奈良学習センター 奈良学習センター事務長 廃棄
2019 奈良学習センター 会計 発注関係 発注関係（令和元年度） 奈良学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 奈良学習センター 奈良学習センター事務長 廃棄
2010 奈良学習センター 会計 予算執行計画書 予算執行計画書（平成22年度） 奈良学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 奈良学習センター 奈良学習センター事務長 廃棄
2011 奈良学習センター 会計 予算執行計画書 予算執行計画書（平成23年度） 奈良学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 奈良学習センター 奈良学習センター事務長 廃棄
2012 奈良学習センター 会計 会計関係 会計関係（平成24年度） 奈良学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 奈良学習センター 奈良学習センター事務長 廃棄
2013 奈良学習センター 会計 会計関係 会計関係（平成25年度） 奈良学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 奈良学習センター 奈良学習センター事務長 廃棄
2014 奈良学習センター 会計 会計関係 会計関係（平成26年度） 奈良学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 奈良学習センター 奈良学習センター事務長 廃棄
2015 奈良学習センター 会計 会計関係 会計関係（平成27年度） 奈良学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 奈良学習センター 奈良学習センター事務長 廃棄
2016 奈良学習センター 会計 会計関係 会計関係（平成28年度） 奈良学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 奈良学習センター 奈良学習センター事務長 廃棄
2017 奈良学習センター 会計 会計関係 会計関係（平成29年度） 奈良学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 奈良学習センター 奈良学習センター事務長 廃棄
2018 奈良学習センター 会計 会計関係 会計関係（平成30年度） 奈良学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 奈良学習センター 奈良学習センター事務長 廃棄
2019 奈良学習センター 会計 会計関係 会計関係（令和元年度） 奈良学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 奈良学習センター 奈良学習センター事務長 廃棄
2010 奈良学習センター 会計 予算示達書 予算示達書（平成22年度） 奈良学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 奈良学習センター 奈良学習センター事務長 廃棄
2011 奈良学習センター 会計 予算示達書 予算示達書（平成23年度） 奈良学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 奈良学習センター 奈良学習センター事務長 廃棄
2012 奈良学習センター 会計 予算示達書 予算示達書（平成24年度） 奈良学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 奈良学習センター 奈良学習センター事務長 廃棄
2013 奈良学習センター 会計 予算示達書 予算示達書（平成25年度） 奈良学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 奈良学習センター 奈良学習センター事務長 廃棄
2014 奈良学習センター 会計 予算示達書 予算示達書（平成26年度） 奈良学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 奈良学習センター 奈良学習センター事務長 廃棄
2015 奈良学習センター 会計 予算示達書 予算示達書（平成27年度） 奈良学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 奈良学習センター 奈良学習センター事務長 廃棄
2016 奈良学習センター 会計 予算示達書 予算示達書（平成28年度） 奈良学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 奈良学習センター 奈良学習センター事務長 廃棄
2017 奈良学習センター 会計 予算示達書 予算示達書（平成29年度） 奈良学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 奈良学習センター 奈良学習センター事務長 廃棄
2018 奈良学習センター 会計 予算示達書 予算示達書（平成30年度） 奈良学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 奈良学習センター 奈良学習センター事務長 廃棄
2019 奈良学習センター 会計 予算示達書 予算示達書（令和元年度） 奈良学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 奈良学習センター 奈良学習センター事務長 廃棄
2010 和歌山学習センター 式典 入学者のつどい 入学者のつどい（平成22年度） 和歌山学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2011 和歌山学習センター 式典 入学者のつどい 入学者のつどい（平成23年度） 和歌山学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2012 和歌山学習センター 式典 入学者のつどい 入学者のつどい（平成24年度） 和歌山学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2013 和歌山学習センター 式典 入学者のつどい 入学者のつどい（平成25年度） 和歌山学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2014 和歌山学習センター 式典 入学者のつどい 入学者のつどい（平成26年度） 和歌山学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2015 和歌山学習センター 式典 入学者のつどい 入学者のつどい（平成27年度） 和歌山学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2016 和歌山学習センター 式典 入学者のつどい 入学者のつどい（平成28年度） 和歌山学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2017 和歌山学習センター 式典 入学者のつどい 入学者のつどい（平成29年度） 和歌山学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2018 和歌山学習センター 式典 入学者のつどい 入学者のつどい（平成30年度） 和歌山学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2019 和歌山学習センター 式典 入学者のつどい 入学者のつどい（2019年度） 和歌山学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2010 和歌山学習センター 式典 学位記授与式 学位記授与式（平成22年度） 和歌山学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2011 和歌山学習センター 式典 学位記授与式 学位記授与式（平成23年度） 和歌山学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2012 和歌山学習センター 式典 学位記授与式 学位記授与式（平成24年度） 和歌山学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2013 和歌山学習センター 式典 学位記授与式 学位記授与式（平成25年度） 和歌山学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2014 和歌山学習センター 式典 学位記授与式 学位記授与式（平成26年度） 和歌山学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2015 和歌山学習センター 式典 学位記授与式 学位記授与式（平成27年度） 和歌山学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2016 和歌山学習センター 式典 学位記授与式 学位記授与式（平成28年度） 和歌山学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2017 和歌山学習センター 式典 学位記授与式 学位記授与式（平成29年度） 和歌山学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2018 和歌山学習センター 式典 学位記授与式 学位記授与式（平成30年度） 和歌山学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2019 和歌山学習センター 式典 学位記授与式 学位記授与式（2019年度） 和歌山学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2015 和歌山学習センター 管理運営 管理運営関係通知文書 管理運営関係通知文書（平成27年度） 和歌山学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2016 和歌山学習センター 管理運営 管理運営関係通知文書 管理運営関係通知文書（平成28年度） 和歌山学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2015 和歌山学習センター 管理運営 管理運営関係往復文書 管理運営関係往復文書（平成27年度） 和歌山学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2016 和歌山学習センター 管理運営 管理運営関係往復文書 管理運営関係往復文書（平成28年度） 和歌山学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2016 和歌山学習センター 管理運営 法人文書管理 法人文書ファイル管理関係（平成28年度） 和歌山学習センター事務長 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2017 和歌山学習センター 管理運営 法人文書管理 法人文書ファイル管理関係（平成29年度） 和歌山学習センター事務長 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2018 和歌山学習センター 管理運営 法人文書管理 法人文書ファイル管理関係（平成30年度） 和歌山学習センター事務長 2019/4/1 30年 2049/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2019 和歌山学習センター 管理運営 法人文書管理 法人文書ファイル管理関係（2019年度） 和歌山学習センター事務長 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2016 和歌山学習センター 管理運営 監事監査 監事監査関係（平成28年度） 和歌山学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2015 和歌山学習センター 管理運営 危機管理 危機管理マニュアル（平成27年度） 和歌山学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2016 和歌山学習センター 管理運営 危機管理 危機管理マニュアル（平成28年度） 和歌山学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2017 和歌山学習センター 管理運営 危機管理 危機管理マニュアル（平成29年度） 和歌山学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2018 和歌山学習センター 管理運営 危機管理 危機管理マニュアル（平成30年度） 和歌山学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2019 和歌山学習センター 管理運営 危機管理 危機管理マニュアル（2019年度） 和歌山学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2016 和歌山学習センター 管理運営 建物監守 監守計画（平成28年度） 和歌山学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
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措置結果
2017 和歌山学習センター 管理運営 建物監守 監守計画（平成29年度） 和歌山学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2018 和歌山学習センター 管理運営 建物監守 監守計画（平成30年度） 和歌山学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2019 和歌山学習センター 管理運営 建物監守 監守計画（2019年度） 和歌山学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2015 和歌山学習センター 人事 身上調書 身上調書（平成27年度） 和歌山学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2016 和歌山学習センター 人事 身上調書 身上調書（平成28年度） 和歌山学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2017 和歌山学習センター 人事 身上調書 身上調書（平成29年度） 和歌山学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2018 和歌山学習センター 人事 身上調書 身上調書（平成30年度） 和歌山学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2019 和歌山学習センター 人事 身上調書 身上調書（2019年度） 和歌山学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2011 和歌山学習センター 人事 職員の採用・退職関係 職員の採用・退職関係（平成23年度） 和歌山学習センター事務長 2012/4/1 5年（支給喪失後） 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2012 和歌山学習センター 人事 職員の採用・退職関係 職員の採用・退職関係（平成24年度） 和歌山学習センター事務長 2013/4/1 5年（支給喪失後） 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2013 和歌山学習センター 人事 職員の採用・退職関係 職員の採用・退職関係（平成25年度） 和歌山学習センター事務長 2014/4/1 5年（支給喪失後） 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2014 和歌山学習センター 人事 職員の採用・退職関係 職員の採用・退職関係（平成26年度） 和歌山学習センター事務長 2015/4/1 5年（支給喪失後） 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2015 和歌山学習センター 人事 職員の採用・退職関係 職員の採用・退職関係（平成27年度） 和歌山学習センター事務長 2016/4/1 5年（支給喪失後） 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2016 和歌山学習センター 人事 職員の採用・退職関係 職員の採用・退職関係（平成28年度） 和歌山学習センター事務長 2017/4/1 5年（支給喪失後） 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2017 和歌山学習センター 人事 職員の採用・退職関係 職員の採用・退職関係（平成29年度） 和歌山学習センター事務長 2018/4/1 5年（支給喪失後） 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2018 和歌山学習センター 人事 職員の採用・退職関係 職員の採用・退職関係（平成30年度） 和歌山学習センター事務長 2019/4/1 5年（支給喪失後） 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2019 和歌山学習センター 人事 職員の採用・退職関係 職員の採用・退職関係（2019年度） 和歌山学習センター事務長 2020/4/1 5年（支給喪失後） 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2015 和歌山学習センター 人事 客員教員関係 客員教員関係（平成27年度） 和歌山学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2016 和歌山学習センター 人事 客員教員関係 客員教員関係（平成28年度） 和歌山学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2017 和歌山学習センター 人事 客員教員関係 客員教員関係（平成29年度） 和歌山学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2018 和歌山学習センター 人事 客員教員関係 客員教員関係（平成30年度） 和歌山学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2019 和歌山学習センター 人事 客員教員関係 客員教員関係（2019年度） 和歌山学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2015 和歌山学習センター 人事 非常勤講師関係 非常勤講師関係（平成27年度） 和歌山学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2016 和歌山学習センター 人事 非常勤講師関係 非常勤講師関係（平成28年度） 和歌山学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2017 和歌山学習センター 人事 非常勤講師関係 非常勤講師関係（平成29年度） 和歌山学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2018 和歌山学習センター 人事 非常勤講師関係 非常勤講師関係（平成30年度） 和歌山学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2019 和歌山学習センター 人事 非常勤講師関係 非常勤講師関係（2019年度） 和歌山学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2017 和歌山学習センター 人事 給与口座・税控除申告書（写） 給与口座・税控除申告書（写）（平成29年度） 和歌山学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2018 和歌山学習センター 人事 給与口座・税控除申告書（写） 給与口座・税控除申告書（写）（平成30年度） 和歌山学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2019 和歌山学習センター 人事 給与口座・税控除申告書（写） 給与口座・税控除申告書（写）（2019年度） 和歌山学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2015 和歌山学習センター 人事 特定個人情報（マイナンバー） 特定個人情報管理簿（平成27年度） 和歌山学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2016 和歌山学習センター 人事 特定個人情報（マイナンバー） 特定個人情報管理簿（平成28年度） 和歌山学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2017 和歌山学習センター 人事 特定個人情報（マイナンバー） 特定個人情報管理簿（平成29年度） 和歌山学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2018 和歌山学習センター 人事 特定個人情報（マイナンバー） 特定個人情報管理簿（平成30年度） 和歌山学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2019 和歌山学習センター 人事 特定個人情報（マイナンバー） 特定個人情報管理簿（2019年度） 和歌山学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2017 和歌山学習センター 諸会議 会議研修関係 会議研修関係（平成29年度） 和歌山学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2018 和歌山学習センター 諸会議 会議研修関係 会議研修関係（平成30年度） 和歌山学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2019 和歌山学習センター 諸会議 会議研修関係 会議研修関係（2019年度） 和歌山学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2017 和歌山学習センター 諸会議 所長・事務長会議 所長・事務長会議（平成29年度） 和歌山学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2018 和歌山学習センター 諸会議 所長・事務長会議 所長・事務長会議（平成30年度） 和歌山学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2019 和歌山学習センター 諸会議 所長・事務長会議 所長・事務長会議（2019年度） 和歌山学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2015 和歌山学習センター 広報 （機関誌）てまり発行関係 （機関誌）てまり発行関係（平成27年度） 和歌山学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2016 和歌山学習センター 広報 （機関誌）てまり発行関係 （機関誌）てまり発行関係（平成28年度） 和歌山学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2017 和歌山学習センター 広報 （機関誌）てまり発行関係 （機関誌）てまり発行関係（平成29年度） 和歌山学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2018 和歌山学習センター 広報 （機関誌）てまり発行関係 （機関誌）てまり発行関係（平成30年度） 和歌山学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2019 和歌山学習センター 広報 （機関誌）てまり発行関係 （機関誌）てまり発行関係（2019年度） 和歌山学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2015 和歌山学習センター 広報 広報関係 広報関係（平成27年度） 和歌山学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2016 和歌山学習センター 広報 広報関係 広報関係（平成28年度） 和歌山学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2017 和歌山学習センター 広報 広報関係 広報関係（平成29年度） 和歌山学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2018 和歌山学習センター 広報 広報関係 広報関係（平成30年度） 和歌山学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2019 和歌山学習センター 広報 広報関係 広報関係（2019年度） 和歌山学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2015 和歌山学習センター 広報 新聞等広告 新聞等広告（平成27年度） 和歌山学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2016 和歌山学習センター 広報 新聞等広告 新聞等広告（平成28年度） 和歌山学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2015 和歌山学習センター 広報 学生募集要項等発送関係 学生募集要項等発送関係（平成27年度） 和歌山学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2016 和歌山学習センター 広報 学生募集要項等発送関係 学生募集要項等発送関係（平成28年度） 和歌山学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2015 和歌山学習センター 広報 学生募集関係 学生募集関係（平成27年度） 和歌山学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2016 和歌山学習センター 広報 学生募集関係 学生募集関係（平成28年度） 和歌山学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2017 和歌山学習センター 広報 学生募集関係 学生募集関係（平成29年度） 和歌山学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2018 和歌山学習センター 広報 学生募集関係 学生募集関係（平成30年度） 和歌山学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2019 和歌山学習センター 広報 学生募集関係 学生募集関係（2019年度） 和歌山学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2015 和歌山学習センター 広報 オープンキャンパス オープンキャンパス関係（平成27年度） 和歌山学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2016 和歌山学習センター 広報 オープンキャンパス オープンキャンパス関係（平成28年度） 和歌山学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2017 和歌山学習センター 広報 オープンキャンパス オープンキャンパス関係（平成29年度） 和歌山学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2018 和歌山学習センター 広報 オープンキャンパス オープンキャンパス関係（平成30年度） 和歌山学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2019 和歌山学習センター 広報 オープンキャンパス オープンキャンパス関係（2019年度） 和歌山学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2015 和歌山学習センター 庶務 利用の手引き発行関係 利用の手引き発行関係（平成27年度） 和歌山学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2016 和歌山学習センター 庶務 利用の手引き発行関係 利用の手引き発行関係（平成28年度） 和歌山学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2017 和歌山学習センター 庶務 利用の手引き発行関係 利用の手引き発行関係（平成29年度） 和歌山学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2018 和歌山学習センター 庶務 利用の手引き発行関係 利用の手引き発行関係（平成30年度） 和歌山学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
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措置結果
2019 和歌山学習センター 庶務 利用の手引き発行関係 利用の手引き発行関係（2019年度） 和歌山学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2015 和歌山学習センター 庶務 文書受付簿・発送簿 文書受付簿・発送簿（平成27年度） 和歌山学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2016 和歌山学習センター 庶務 文書受付簿・発送簿 文書受付簿・発送簿（平成28年度） 和歌山学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2017 和歌山学習センター 庶務 文書受付簿・発送簿 文書受付簿・発送簿（平成29年度） 和歌山学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2018 和歌山学習センター 庶務 文書受付簿・発送簿 文書受付簿・発送簿（平成30年度） 和歌山学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2019 和歌山学習センター 庶務 文書受付簿・発送簿 文書受付簿・発送簿（2019年度） 和歌山学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2010 和歌山学習センター 庶務 旅行命令・依頼伺 旅行命令・依頼伺（平成22年度） 和歌山学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2011 和歌山学習センター 庶務 旅行命令・依頼伺 旅行命令・依頼伺（平成23年度） 和歌山学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2012 和歌山学習センター 庶務 旅行命令・依頼伺 旅行命令・依頼伺（平成24年度） 和歌山学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2013 和歌山学習センター 庶務 旅行命令・依頼伺 旅行命令・依頼伺（平成25年度） 和歌山学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2014 和歌山学習センター 庶務 旅行命令・依頼伺 旅行命令・依頼伺（平成26年度） 和歌山学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2015 和歌山学習センター 庶務 旅行命令・依頼伺 旅行命令・依頼伺（平成27年度） 和歌山学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2016 和歌山学習センター 庶務 旅行命令・依頼伺 旅行命令・依頼伺（平成28年度） 和歌山学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2017 和歌山学習センター 庶務 旅行命令・依頼伺 旅行命令・依頼伺（平成29年度） 和歌山学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2018 和歌山学習センター 庶務 旅行命令・依頼伺 旅行命令・依頼伺（平成30年度） 和歌山学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2019 和歌山学習センター 庶務 旅行命令・依頼伺 旅行命令・依頼伺（2019年度） 和歌山学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2012 和歌山学習センター 庶務 物品供用簿 物品供用簿（平成24年度） 和歌山学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2013 和歌山学習センター 庶務 物品供用簿 物品供用簿（平成25年度） 和歌山学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2014 和歌山学習センター 庶務 物品供用簿 物品供用簿（平成26年度） 和歌山学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2015 和歌山学習センター 庶務 物品供用簿 物品供用簿（平成27年度） 和歌山学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2016 和歌山学習センター 庶務 物品供用簿 物品供用簿（平成28年度） 和歌山学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2017 和歌山学習センター 庶務 物品供用簿 物品供用簿（平成29年度） 和歌山学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2018 和歌山学習センター 庶務 物品供用簿 物品供用簿（平成30年度） 和歌山学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2019 和歌山学習センター 庶務 物品供用簿 物品供用簿（2019年度） 和歌山学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2015 和歌山学習センター 庶務 学長裁量経費 リーダー塾関係（平成27年度） 和歌山学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2016 和歌山学習センター 庶務 学長裁量経費 リーダー塾関係（平成28年度） 和歌山学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2017 和歌山学習センター 庶務 学長裁量経費 リーダー塾関係（平成29年度） 和歌山学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2018 和歌山学習センター 庶務 学長裁量経費 リーダー塾関係（平成30年度） 和歌山学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2019 和歌山学習センター 庶務 学長裁量経費 リーダー塾関係（2019年度） 和歌山学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2015 和歌山学習センター 庶務 連携公開講座 連携公開講座（平成27年度） 和歌山学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2016 和歌山学習センター 庶務 連携公開講座 連携公開講座（平成28年度） 和歌山学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2017 和歌山学習センター 庶務 連携公開講座 連携公開講座（平成29年度） 和歌山学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2018 和歌山学習センター 庶務 連携公開講座 連携公開講座（平成30年度） 和歌山学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2019 和歌山学習センター 庶務 連携公開講座 連携公開講座（2019年度） 和歌山学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2017 和歌山学習センター 庶務 コンソーシアム和歌山 コンソーシアム和歌山（平成29年度） 和歌山学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2018 和歌山学習センター 庶務 コンソーシアム和歌山 コンソーシアム和歌山（平成30年度） 和歌山学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2019 和歌山学習センター 庶務 コンソーシアム和歌山 コンソーシアム和歌山（2019年度） 和歌山学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2015 和歌山学習センター 職員 健康診断関係綴 健康診断関係綴（平成27年度） 和歌山学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2016 和歌山学習センター 職員 健康診断関係綴 健康診断関係綴（平成28年度） 和歌山学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2017 和歌山学習センター 職員 健康診断関係綴 健康診断関係綴（平成29年度） 和歌山学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2018 和歌山学習センター 職員 健康診断関係綴 健康診断関係綴（平成30年度） 和歌山学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2019 和歌山学習センター 職員 健康診断関係綴 健康診断関係綴（2019年度） 和歌山学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2017 和歌山学習センター 職員 社会保険等関係綴 社会保険等関係綴（平成29年度） 和歌山学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2018 和歌山学習センター 職員 社会保険等関係綴 社会保険等関係綴（平成30年度） 和歌山学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2019 和歌山学習センター 職員 社会保険等関係綴 社会保険等関係綴（2019年度） 和歌山学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2017 和歌山学習センター 職員 出勤簿 平成29年度出勤簿 和歌山学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2018 和歌山学習センター 職員 出勤簿 平成30年度出勤簿 和歌山学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2019 和歌山学習センター 職員 出勤簿 2019年度出勤簿 和歌山学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2017 和歌山学習センター 職員 休暇簿 平成29年度休暇簿 和歌山学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2018 和歌山学習センター 職員 休暇簿 平成30年度休暇簿 和歌山学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2019 和歌山学習センター 職員 休暇簿 2019年度休暇簿 和歌山学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2012 和歌山学習センター 職員 諸手当関係綴 諸手当関係綴（平成24年度） 和歌山学習センター事務長 2013/4/1 3年（支給喪失から） 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2013 和歌山学習センター 職員 諸手当関係綴 諸手当関係綴（平成25年度） 和歌山学習センター事務長 2014/4/1 3年（支給喪失から） 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2014 和歌山学習センター 職員 諸手当関係綴 諸手当関係綴（平成26年度） 和歌山学習センター事務長 2015/4/1 3年（支給喪失から） 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2015 和歌山学習センター 職員 諸手当関係綴 諸手当関係綴（平成27年度） 和歌山学習センター事務長 2016/4/1 3年（支給喪失から） 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2016 和歌山学習センター 職員 諸手当関係綴 諸手当関係綴（平成28年度） 和歌山学習センター事務長 2017/4/1 3年（支給喪失から） 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2017 和歌山学習センター 職員 諸手当関係綴 諸手当関係綴（平成29年度） 和歌山学習センター事務長 2018/4/1 3年（支給喪失から） 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2018 和歌山学習センター 職員 諸手当関係綴 諸手当関係綴（平成30年度） 和歌山学習センター事務長 2019/4/1 3年（支給喪失から） 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2019 和歌山学習センター 職員 諸手当関係綴 諸手当関係綴（2019年度） 和歌山学習センター事務長 2020/4/1 3年（支給喪失から） 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2017 和歌山学習センター 職員 勤務時間割振表 勤務時間割振表（平成29年度） 和歌山学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2018 和歌山学習センター 職員 勤務時間割振表 勤務時間割振表（平成30年度） 和歌山学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2019 和歌山学習センター 職員 勤務時間割振表 勤務時間割振表（2019年度） 和歌山学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2017 和歌山学習センター 職員 勤務時間管理 勤務時間管理（平成29年度） 和歌山学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2018 和歌山学習センター 職員 勤務時間管理 勤務時間管理（平成30年度） 和歌山学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2019 和歌山学習センター 職員 勤務時間管理 勤務時間管理（2019年度） 和歌山学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2015 和歌山学習センター 面接授業 面接授業 平成27年度面接授業 和歌山学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2016 和歌山学習センター 面接授業 面接授業 平成28年度面接授業 和歌山学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2017 和歌山学習センター 面接授業 面接授業 平成29年度面接授業 和歌山学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2018 和歌山学習センター 面接授業 面接授業 平成30年度面接授業 和歌山学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
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2019 和歌山学習センター 面接授業 面接授業 2019年度面接授業 和歌山学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2015 和歌山学習センター 面接授業 面接授業担当講師出勤表 面接授業担当講師出勤表（平成27年度） 和歌山学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2016 和歌山学習センター 面接授業 面接授業担当講師出勤表 面接授業担当講師出勤表（平成28年度） 和歌山学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2017 和歌山学習センター 面接授業 面接授業担当講師出勤表 面接授業担当講師出勤表（平成29年度） 和歌山学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2018 和歌山学習センター 面接授業 面接授業担当講師出勤表 面接授業担当講師出勤表（平成30年度） 和歌山学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2019 和歌山学習センター 面接授業 面接授業担当講師出勤表 面接授業担当講師出勤表（2019年度） 和歌山学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2015 和歌山学習センター 教務関係 教務・学生関係綴 教務・学生関係綴（平成27年度） 和歌山学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2016 和歌山学習センター 教務関係 教務・学生関係綴 教務・学生関係綴（平成28年度） 和歌山学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2017 和歌山学習センター 教務関係 教務・学生関係綴 教務・学生関係綴（平成29年度） 和歌山学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2018 和歌山学習センター 教務関係 教務・学生関係綴 教務・学生関係綴（平成30年度） 和歌山学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2019 和歌山学習センター 教務関係 教務・学生関係綴 教務・学生関係綴（2019年度） 和歌山学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2017 和歌山学習センター 教務関係 学習相談 学習相談（平成29年度） 和歌山学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2018 和歌山学習センター 教務関係 学習相談 学習相談（平成30年度） 和歌山学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2019 和歌山学習センター 教務関係 学習相談 学習相談（2019年度） 和歌山学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2015 和歌山学習センター 教務関係 学部・大学院・教務・学生関係 学部・大学院・教務・学生関係（平成27年度） 和歌山学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2016 和歌山学習センター 教務関係 学部・大学院・教務・学生関係 学部・大学院・教務・学生関係（平成28年度） 和歌山学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2015 和歌山学習センター 教務関係 学校図書館司書教諭講習 学校図書館司書教諭講習（平成27年度） 和歌山学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2016 和歌山学習センター 教務関係 学校図書館司書教諭講習 学校図書館司書教諭講習（平成28年度） 和歌山学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2017 和歌山学習センター 教務関係 学校図書館司書教諭講習 学校図書館司書教諭講習（平成29年度） 和歌山学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2018 和歌山学習センター 教務関係 学校図書館司書教諭講習 学校図書館司書教諭講習（平成30年度） 和歌山学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2019 和歌山学習センター 教務関係 学校図書館司書教諭講習 学校図書館司書教諭講習（2019年度） 和歌山学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2015 和歌山学習センター 教務関係 大学院入試 大学院入試（平成28年度） 和歌山学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2016 和歌山学習センター 教務関係 大学院入試 大学院入試（平成29年度） 和歌山学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2017 和歌山学習センター 教務関係 大学院入試 大学院入試（平成30年度） 和歌山学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2018 和歌山学習センター 教務関係 大学院入試 大学院入試（平成31年度） 和歌山学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2019 和歌山学習センター 教務関係 大学院入試 大学院入試（2020年度） 和歌山学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2015 和歌山学習センター 教務関係 夏季集中型　看護 夏季集中型　看護（平成27年度） 和歌山学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2016 和歌山学習センター 教務関係 夏季集中型　看護 夏季集中型　看護（平成28年度） 和歌山学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2017 和歌山学習センター 教務関係 夏季集中型　看護 夏季集中型　看護（平成29年度） 和歌山学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2018 和歌山学習センター 教務関係 夏季集中型　看護 夏季集中型　看護（平成30年度） 和歌山学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2019 和歌山学習センター 教務関係 夏季集中型　看護 夏季集中型　看護（2019年度） 和歌山学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2015 和歌山学習センター 教務関係 講義室等稼働状況調査 講義室等稼働状況調査（平成27年度） 和歌山学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2016 和歌山学習センター 教務関係 講義室等稼働状況調査 講義室等稼働状況調査（平成28年度） 和歌山学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2017 和歌山学習センター 教務関係 講義室等稼働状況調査 講義室等稼働状況調査（平成29年度） 和歌山学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2018 和歌山学習センター 教務関係 講義室等稼働状況調査 講義室等稼働状況調査（平成30年度） 和歌山学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2019 和歌山学習センター 教務関係 講義室等稼働状況調査 講義室等稼働状況調査（2019年度） 和歌山学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2015 和歌山学習センター 教務関係 オープンフォーラム オープンフォーラム（平成27年度） 和歌山学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2016 和歌山学習センター 教務関係 オープンフォーラム オープンフォーラム（平成28年度） 和歌山学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2017 和歌山学習センター 教務関係 オープンフォーラム オープンフォーラム（平成29年度） 和歌山学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2018 和歌山学習センター 教務関係 オープンフォーラム オープンフォーラム（平成30年度） 和歌山学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2019 和歌山学習センター 教務関係 オープンフォーラム オープンフォーラム（2019年度） 和歌山学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2015 和歌山学習センター 教務関係 印刷教材販売代金報告 印刷教材販売代金報告（平成27年度） 和歌山学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2016 和歌山学習センター 教務関係 印刷教材販売代金報告 印刷教材販売代金報告（平成28年度） 和歌山学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2017 和歌山学習センター 教務関係 印刷教材販売代金報告 印刷教材販売代金報告（平成29年度） 和歌山学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2018 和歌山学習センター 教務関係 印刷教材販売代金報告 印刷教材販売代金報告（平成30年度） 和歌山学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2019 和歌山学習センター 教務関係 印刷教材販売代金報告 印刷教材販売代金報告（2019年度） 和歌山学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2017 和歌山学習センター 教務関係 公認心理師関係 公認心理師関係（平成29年度） 和歌山学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2018 和歌山学習センター 教務関係 公認心理師関係 公認心理師関係（平成30年度） 和歌山学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2019 和歌山学習センター 教務関係 公認心理師関係 公認心理師関係（2019年度） 和歌山学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2015 和歌山学習センター 学生関係 単位認定試験 平成27年度単位認定試験 和歌山学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2016 和歌山学習センター 学生関係 単位認定試験 平成28年度単位認定試験 和歌山学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2017 和歌山学習センター 学生関係 単位認定試験 平成29年度単位認定試験 和歌山学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2018 和歌山学習センター 学生関係 単位認定試験 平成30年度単位認定試験 和歌山学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2019 和歌山学習センター 学生関係 単位認定試験 2019年度単位認定試験 和歌山学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2015 和歌山学習センター 学生関係 集団・枠入学 平成27年度集団・枠入学 和歌山学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2016 和歌山学習センター 学生関係 集団・枠入学 平成28年度集団・枠入学 和歌山学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2015 和歌山学習センター 学生関係 学生研修旅行関係 学生研修旅行関係（平成27年度） 和歌山学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2016 和歌山学習センター 学生関係 学生研修旅行関係 学生研修旅行関係（平成28年度） 和歌山学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2017 和歌山学習センター 学生関係 学生研修旅行関係 学生研修旅行関係（平成29年度） 和歌山学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2018 和歌山学習センター 学生関係 学生研修旅行関係 学生研修旅行関係（平成30年度） 和歌山学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2019 和歌山学習センター 学生関係 学生研修旅行関係 学生研修旅行関係（2019年度） 和歌山学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2015 和歌山学習センター 学生関係 障がい学生関係 障がい学生関係（平成27年度） 和歌山学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2016 和歌山学習センター 学生関係 障がい学生関係 障がい学生関係（平成28年度） 和歌山学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2017 和歌山学習センター 学生関係 障がい学生関係 障がい学生関係（平成29年度） 和歌山学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2018 和歌山学習センター 学生関係 障がい学生関係 障がい学生関係（平成30年度） 和歌山学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2019 和歌山学習センター 学生関係 障がい学生関係 障がい学生関係（2019年度） 和歌山学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2010 和歌山学習センター 学生関係 奨学金関係 奨学金関係（平成22年度） 和歌山学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2011 和歌山学習センター 学生関係 奨学金関係 奨学金関係（平成23年度） 和歌山学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2012 和歌山学習センター 学生関係 奨学金関係 奨学金関係（平成24年度） 和歌山学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
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措置結果
2013 和歌山学習センター 学生関係 奨学金関係 奨学金関係（平成25年度） 和歌山学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2014 和歌山学習センター 学生関係 奨学金関係 奨学金関係（平成26年度） 和歌山学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2015 和歌山学習センター 学生関係 奨学金関係 奨学金関係（平成27年度） 和歌山学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2016 和歌山学習センター 学生関係 奨学金関係 奨学金関係（平成28年度） 和歌山学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2017 和歌山学習センター 学生関係 奨学金関係 奨学金関係（平成29年度） 和歌山学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2018 和歌山学習センター 学生関係 奨学金関係 奨学金関係（平成30年度） 和歌山学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2019 和歌山学習センター 学生関係 奨学金関係 奨学金関係（2019年度） 和歌山学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2015 和歌山学習センター 学生関係 学生名簿 学生名簿（平成27年度） 和歌山学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2016 和歌山学習センター 学生関係 学生名簿 学生名簿（平成28年度） 和歌山学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2017 和歌山学習センター 学生関係 学生名簿 学生名簿（平成29年度） 和歌山学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2015 和歌山学習センター 学生関係 学生特別経費要求 学生特別経費要求（平成27年度） 和歌山学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2016 和歌山学習センター 学生関係 学生特別経費要求 学生特別経費要求（平成28年度） 和歌山学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2017 和歌山学習センター 学生関係 学生特別経費要求 学生特別経費要求（平成29年度） 和歌山学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2015 和歌山学習センター 学生関係 学生団体関係 学生団体関係（平成27年度） 和歌山学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2016 和歌山学習センター 学生関係 学生団体関係 学生団体関係（平成28年度） 和歌山学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2017 和歌山学習センター 学生関係 学生団体関係 学生団体関係（平成29年度） 和歌山学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2018 和歌山学習センター 学生関係 学生団体関係 学生団体関係（平成30年度） 和歌山学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2019 和歌山学習センター 学生関係 学生団体関係 学生団体関係（2019年度） 和歌山学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2010 和歌山学習センター 学生関係 学生教育研究災害傷害保険 学生教育研究災害傷害保険（平成22年度） 和歌山学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2011 和歌山学習センター 学生関係 学生教育研究災害傷害保険 学生教育研究災害傷害保険（平成23年度） 和歌山学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2012 和歌山学習センター 学生関係 学生教育研究災害傷害保険 学生教育研究災害傷害保険（平成24年度） 和歌山学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2013 和歌山学習センター 学生関係 学生教育研究災害傷害保険 学生教育研究災害傷害保険（平成25年度） 和歌山学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2014 和歌山学習センター 学生関係 学生教育研究災害傷害保険 学生教育研究災害傷害保険（平成26年度） 和歌山学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2015 和歌山学習センター 学生関係 学生教育研究災害傷害保険 学生教育研究災害傷害保険（平成27年度） 和歌山学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2016 和歌山学習センター 学生関係 学生教育研究災害傷害保険 学生教育研究災害傷害保険（平成28年度） 和歌山学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2017 和歌山学習センター 学生関係 学生教育研究災害傷害保険 学生教育研究災害傷害保険（平成29年度） 和歌山学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2018 和歌山学習センター 学生関係 学生教育研究災害傷害保険 学生教育研究災害傷害保険（平成30年度） 和歌山学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2019 和歌山学習センター 学生関係 学生教育研究災害傷害保険 学生教育研究災害傷害保険（2019年度） 和歌山学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2017 和歌山学習センター 学生関係 きのくに作品展 きのくに作品展（平成29年度） 和歌山学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2018 和歌山学習センター 学生関係 きのくに作品展 きのくに作品展（平成30年度） 和歌山学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2019 和歌山学習センター 学生関係 きのくに作品展 きのくに作品展（2019年度） 和歌山学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2015 和歌山学習センター 学生関係 学生証発行 学生証発行（平成27年度） 和歌山学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2016 和歌山学習センター 学生関係 学生証発行 学生証発行（平成28年度） 和歌山学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2017 和歌山学習センター 学生関係 学生証発行 学生証発行（平成29年度） 和歌山学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2018 和歌山学習センター 学生関係 学生証発行 学生証発行（平成30年度） 和歌山学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2019 和歌山学習センター 学生関係 学生証発行 学生証発行（2019年度） 和歌山学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2017 和歌山学習センター 証明書 学割関係 学割関係（平成29年度） 和歌山学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2018 和歌山学習センター 証明書 学割関係 学割関係（平成30年度） 和歌山学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2019 和歌山学習センター 証明書 学割関係 学割関係（2019年度） 和歌山学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2017 和歌山学習センター 証明書 学割発行・報告 学割発行・報告（平成29年度） 和歌山学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2018 和歌山学習センター 証明書 学割発行・報告 学割発行・報告（平成30年度） 和歌山学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2019 和歌山学習センター 証明書 学割発行・報告 学割発行・報告（2019年度） 和歌山学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2015 和歌山学習センター 証明書 証明書発行受付簿 証明書発行受付簿（平成27年度） 和歌山学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2016 和歌山学習センター 証明書 証明書発行受付簿 証明書発行受付簿（平成28年度） 和歌山学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2017 和歌山学習センター 証明書 証明書発行受付簿 証明書発行受付簿（平成29年度） 和歌山学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2018 和歌山学習センター 証明書 証明書発行受付簿 証明書発行受付簿（平成30年度） 和歌山学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2019 和歌山学習センター 証明書 証明書発行受付簿 証明書発行受付簿（2019年度） 和歌山学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2015 和歌山学習センター 証明書 証明書発行台帳 証明書発行台帳（平成27年度） 和歌山学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2016 和歌山学習センター 証明書 証明書発行台帳 証明書発行台帳（平成28年度） 和歌山学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2017 和歌山学習センター 証明書 証明書発行台帳 証明書発行台帳（平成29年度） 和歌山学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2018 和歌山学習センター 証明書 証明書発行台帳 証明書発行台帳（平成30年度） 和歌山学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2019 和歌山学習センター 証明書 証明書発行台帳 証明書発行台帳（2019年度） 和歌山学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2015 和歌山学習センター 証明書 諸証明書交付関係 諸証明書交付関係（平成27年度） 和歌山学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2016 和歌山学習センター 証明書 諸証明書交付関係 諸証明書交付関係（平成28年度） 和歌山学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2017 和歌山学習センター 証明書 諸証明書交付関係 諸証明書交付関係（平成29年度） 和歌山学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2018 和歌山学習センター 証明書 諸証明書交付関係 諸証明書交付関係（平成30年度） 和歌山学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2019 和歌山学習センター 証明書 諸証明書交付関係 諸証明書交付関係（2019年度） 和歌山学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2017 和歌山学習センター 図書・視聴 図書室・視聴学習利用状況調 図書室・視聴学習利用状況調（平成29年度） 和歌山学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2018 和歌山学習センター 図書・視聴 図書室・視聴学習利用状況調 図書室・視聴学習利用状況調（平成30年度） 和歌山学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2019 和歌山学習センター 図書・視聴 図書室・視聴学習稼働状況調 図書室・視聴学習稼働状況調（2019年度） 和歌山学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2017 和歌山学習センター 図書・視聴 学習センター備付雑誌受入綴 学習センター備付雑誌受入簿（平成29年度） 和歌山学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2018 和歌山学習センター 図書・視聴 学習センター備付雑誌受入綴 学習センター備付雑誌受入簿（平成30年度） 和歌山学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2019 和歌山学習センター 図書・視聴 学習センター備付雑誌受入綴 学習センター備付雑誌受入簿（2019年度） 和歌山学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2017 和歌山学習センター 図書・視聴 放送大学・他大学図書館資料利用願 放送大学・他大学図書館資料利用願（平成29年度） 和歌山学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2018 和歌山学習センター 図書・視聴 放送大学・他大学図書館資料利用願 放送大学・他大学図書館資料利用願（平成30年度） 和歌山学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2019 和歌山学習センター 図書・視聴 放送大学・他大学図書館資料利用願 放送大学・他大学図書館資料利用願（2019年度） 和歌山学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2017 和歌山学習センター 図書・視聴 文献複写申込書 文献複写申込書（平成29年度） 和歌山学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2018 和歌山学習センター 図書・視聴 文献複写申込書 文献複写申込書（平成30年度） 和歌山学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2019 和歌山学習センター 図書・視聴 文献複写申込書 文献複写申込書（2019年度） 和歌山学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
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措置結果
2017 和歌山学習センター 図書・視聴 室内テープ貸出申込書 室内テープ貸出申込書（平成29年度） 和歌山学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2017 和歌山学習センター 図書・視聴 テープ室外貸出申込書 テープ室外貸出申込書（平成29年度） 和歌山学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2017 和歌山学習センター 図書・視聴 テープ室外貸出綴 テープ室外貸出綴（平成29年度） 和歌山学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2017 和歌山学習センター 図書・視聴 図書資料室外貸出申込書 図書資料室外貸出申込書（平成29年度） 和歌山学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2018 和歌山学習センター 図書・視聴 図書資料室外貸出申込書 図書資料室外貸出申込書（平成30年度） 和歌山学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2017 和歌山学習センター 図書・視聴 図書資料室外貸出綴 図書資料室外貸出綴（平成29年度） 和歌山学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2018 和歌山学習センター 図書・視聴 図書資料室外貸出綴 図書資料室外貸出綴（平成30年度） 和歌山学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2017 和歌山学習センター 図書・視聴 センター外視聴 センター外視聴（平成29年度） 和歌山学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2018 和歌山学習センター 図書・視聴 センター外視聴 センター外視聴（平成30年度） 和歌山学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2019 和歌山学習センター 図書・視聴 センター外視聴 センター外視聴（2019年度） 和歌山学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2017 和歌山学習センター 図書・視聴 センター外視聴複製科目 センター外視聴複製科目（平成29年度） 和歌山学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2018 和歌山学習センター 図書・視聴 センター外視聴複製科目 センター外視聴複製科目（平成30年度） 和歌山学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2019 和歌山学習センター 図書・視聴 センター外視聴複製科目 センター外視聴複製科目（2019年度） 和歌山学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2015 和歌山学習センター 図書・視聴 図書視聴関係文書 図書視聴関係文書（平成27年度） 和歌山学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2016 和歌山学習センター 図書・視聴 図書視聴関係文書 図書視聴関係文書（平成28年度） 和歌山学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2017 和歌山学習センター 図書・視聴 図書視聴関係文書 図書視聴関係文書（平成29年度） 和歌山学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2018 和歌山学習センター 図書・視聴 図書視聴関係文書 図書視聴関係文書（平成30年度） 和歌山学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2019 和歌山学習センター 図書・視聴 図書視聴関係文書 図書視聴関係文書（2019年度） 和歌山学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2010 和歌山学習センター 会計 前途資金要求書 前途資金要求書（平成22年度） 和歌山学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2011 和歌山学習センター 会計 前途資金要求書 前途資金要求書（平成23年度） 和歌山学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2012 和歌山学習センター 会計 前途資金要求書 前途資金要求書（平成24年度） 和歌山学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2013 和歌山学習センター 会計 前途資金要求書 前途資金要求書（平成25年度） 和歌山学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2014 和歌山学習センター 会計 前途資金要求書 前途資金要求書（平成26年度） 和歌山学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2015 和歌山学習センター 会計 前途資金要求書 前途資金要求書（平成27年度） 和歌山学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2016 和歌山学習センター 会計 前途資金要求書 前途資金要求書（平成28年度） 和歌山学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2017 和歌山学習センター 会計 前途資金要求書 前途資金要求書（平成29年度） 和歌山学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2018 和歌山学習センター 会計 前途資金要求書 前途資金要求書（平成30年度） 和歌山学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2019 和歌山学習センター 会計 前途資金要求書 前途資金要求書（2019年度） 和歌山学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2010 和歌山学習センター 会計 前途資金精算書 前途資金精算書（平成22年度） 和歌山学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2011 和歌山学習センター 会計 前途資金精算書 前途資金精算書（平成23年度） 和歌山学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2012 和歌山学習センター 会計 前途資金精算書 前途資金精算書（平成24年度） 和歌山学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2013 和歌山学習センター 会計 前途資金精算書 前途資金精算書（平成25年度） 和歌山学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2014 和歌山学習センター 会計 前途資金精算書 前途資金精算書（平成26年度） 和歌山学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2015 和歌山学習センター 会計 前途資金精算書 前途資金精算書（平成27年度） 和歌山学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2016 和歌山学習センター 会計 前途資金精算書 前途資金精算書（平成28年度） 和歌山学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2017 和歌山学習センター 会計 前途資金精算書 前途資金精算書（平成29年度） 和歌山学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2018 和歌山学習センター 会計 前途資金精算書 前途資金精算書（平成30年度） 和歌山学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2019 和歌山学習センター 会計 前途資金精算書 前途資金精算書（2019年度） 和歌山学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2010 和歌山学習センター 会計 予算執行計画書 予算執行計画書（平成22年度） 和歌山学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2011 和歌山学習センター 会計 予算執行計画書 予算執行計画書（平成23年度） 和歌山学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2012 和歌山学習センター 会計 予算執行計画書 予算執行計画書（平成24年度） 和歌山学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2013 和歌山学習センター 会計 予算執行計画書 予算執行計画書（平成25年度） 和歌山学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2014 和歌山学習センター 会計 予算執行計画書 予算執行計画書（平成26年度） 和歌山学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2015 和歌山学習センター 会計 予算執行計画書 予算執行計画書（平成27年度） 和歌山学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2016 和歌山学習センター 会計 予算執行計画書 予算執行計画書（平成28年度） 和歌山学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2017 和歌山学習センター 会計 予算執行計画書 予算執行計画書（平成29年度） 和歌山学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2018 和歌山学習センター 会計 予算執行計画書 予算執行計画書（平成30年度） 和歌山学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2019 和歌山学習センター 会計 予算執行計画書 予算執行計画書（2019年度） 和歌山学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2010 和歌山学習センター 会計 現金払込書・現金払込仕訳書 現金払込書・現金払込仕訳書（平成22年度） 和歌山学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2011 和歌山学習センター 会計 現金払込書・現金払込仕訳書 現金払込書・現金払込仕訳書（平成23年度） 和歌山学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2012 和歌山学習センター 会計 現金払込書・現金払込仕訳書 現金払込書・現金払込仕訳書（平成24年度） 和歌山学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2013 和歌山学習センター 会計 現金払込書・現金払込仕訳書 現金払込書・現金払込仕訳書（平成25年度） 和歌山学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2014 和歌山学習センター 会計 現金払込書・現金払込仕訳書 現金払込書・現金払込仕訳書（平成26年度） 和歌山学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2015 和歌山学習センター 会計 現金払込書・現金払込仕訳書 現金払込書・現金払込仕訳書（平成27年度） 和歌山学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2016 和歌山学習センター 会計 現金払込書・現金払込仕訳書 現金払込書・現金払込仕訳書（平成28年度） 和歌山学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2017 和歌山学習センター 会計 現金払込書・現金払込仕訳書 現金払込書・現金払込仕訳書（平成29年度） 和歌山学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2018 和歌山学習センター 会計 現金払込書・現金払込仕訳書 現金払込書・現金払込仕訳書（平成30年度） 和歌山学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2019 和歌山学習センター 会計 現金払込書・現金払込仕訳書 現金払込書・現金払込仕訳書（2019年度） 和歌山学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2010 和歌山学習センター 会計 郵便切手受払簿 郵便切手受払簿（平成22年度） 和歌山学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2011 和歌山学習センター 会計 郵便切手受払簿 郵便切手受払簿（平成23年度） 和歌山学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2012 和歌山学習センター 会計 郵便切手受払簿 郵便切手受払簿（平成24年度） 和歌山学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2013 和歌山学習センター 会計 郵便切手受払簿 郵便切手受払簿（平成25年度） 和歌山学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2014 和歌山学習センター 会計 郵便切手受払簿 郵便切手受払簿（平成26年度） 和歌山学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2015 和歌山学習センター 会計 郵便切手受払簿 郵便切手受払簿（平成27年度） 和歌山学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2016 和歌山学習センター 会計 郵便切手受払簿 郵便切手受払簿（平成28年度） 和歌山学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2017 和歌山学習センター 会計 郵便切手受払簿 郵便切手受払簿（平成29年度） 和歌山学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2018 和歌山学習センター 会計 郵便切手受払簿 郵便切手受払簿（平成30年度） 和歌山学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2019 和歌山学習センター 会計 郵便切手受払簿 郵便切手受払簿（2019年度） 和歌山学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2010 和歌山学習センター 会計 年間契約関係 年間契約関係（平成22年度） 和歌山学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
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措置結果
2011 和歌山学習センター 会計 年間契約関係 年間契約関係（平成23年度） 和歌山学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2012 和歌山学習センター 会計 年間契約関係 年間契約関係（平成24年度） 和歌山学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2013 和歌山学習センター 会計 年間契約関係 年間契約関係（平成25年度） 和歌山学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2014 和歌山学習センター 会計 年間契約関係 年間契約関係（平成26年度） 和歌山学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2015 和歌山学習センター 会計 年間契約関係 年間契約関係（平成27年度） 和歌山学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2016 和歌山学習センター 会計 年間契約関係 年間契約関係（平成28年度） 和歌山学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2017 和歌山学習センター 会計 年間契約関係 年間契約関係（平成29年度） 和歌山学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2018 和歌山学習センター 会計 年間契約関係 年間契約関係（平成30年度） 和歌山学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2019 和歌山学習センター 会計 年間契約関係 年間契約関係（2019年度） 和歌山学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2017 和歌山学習センター 会計 設備備品要求・調査・支払関係 設備備品要求・調査・支払関係（平成29年度） 和歌山学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2018 和歌山学習センター 会計 設備備品要求・調査・支払関係 設備備品要求・調査・支払関係（平成30年度） 和歌山学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2019 和歌山学習センター 会計 設備備品要求・調査・支払関係 設備備品要求・調査・支払関係（2019年度） 和歌山学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2010 和歌山学習センター 会計 物品取得及び修繕（役務）通知書 物品取得及び修繕（役務）通知書（平成22年度） 和歌山学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2011 和歌山学習センター 会計 物品取得及び修繕（役務）通知書 物品取得及び修繕（役務）通知書（平成23年度） 和歌山学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2012 和歌山学習センター 会計 物品取得及び修繕（役務）通知書 物品取得及び修繕（役務）通知書（平成24年度） 和歌山学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2013 和歌山学習センター 会計 物品取得及び修繕（役務）通知書 物品取得及び修繕（役務）通知書（平成25年度） 和歌山学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2014 和歌山学習センター 会計 物品取得及び修繕（役務）通知書 物品取得及び修繕（役務）通知書（平成26年度） 和歌山学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2015 和歌山学習センター 会計 物品取得及び修繕（役務）通知書 物品取得及び修繕（役務）通知書（平成27年度） 和歌山学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2016 和歌山学習センター 会計 物品取得及び修繕（役務）通知書 物品取得及び修繕（役務）通知書（平成28年度） 和歌山学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2017 和歌山学習センター 会計 物品取得及び修繕（役務）通知書 物品取得及び修繕（役務）通知書（平成29年度） 和歌山学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2018 和歌山学習センター 会計 物品取得及び修繕（役務）通知書 物品取得及び修繕（役務）通知書（平成30年度） 和歌山学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2019 和歌山学習センター 会計 物品取得及び修繕（役務）通知書 物品取得及び修繕（役務）通知書（2019年度） 和歌山学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2010 和歌山学習センター 会計 郵便料金後納郵便物差出票・郵便料金確認報告書 郵便料金後納郵便物差出票・郵便料金確認報告書（平成22年度） 和歌山学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2011 和歌山学習センター 会計 郵便料金後納郵便物差出票・郵便料金確認報告書 郵便料金後納郵便物差出票・郵便料金確認報告書（平成23年度） 和歌山学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2012 和歌山学習センター 会計 郵便料金後納郵便物差出票・郵便料金確認報告書 郵便料金後納郵便物差出票・郵便料金確認報告書（平成24年度） 和歌山学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2013 和歌山学習センター 会計 郵便料金後納郵便物差出票・郵便料金確認報告書 郵便料金後納郵便物差出票・郵便料金確認報告書（平成25年度） 和歌山学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2014 和歌山学習センター 会計 郵便料金後納郵便物差出票・郵便料金確認報告書 郵便料金後納郵便物差出票・郵便料金確認報告書（平成26年度） 和歌山学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2015 和歌山学習センター 会計 郵便料金後納郵便物差出票・郵便料金確認報告書 郵便料金後納郵便物差出票・郵便料金確認報告書（平成27年度） 和歌山学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2016 和歌山学習センター 会計 郵便料金後納郵便物差出票・郵便料金確認報告書 郵便料金後納郵便物差出票・郵便料金確認報告書（平成28年度） 和歌山学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2017 和歌山学習センター 会計 郵便料金後納郵便物差出票・郵便料金確認報告書 郵便料金後納郵便物差出票・郵便料金確認報告書（平成29年度） 和歌山学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2018 和歌山学習センター 会計 郵便料金後納郵便物差出票・郵便料金確認報告書 郵便料金後納郵便物差出票・郵便料金確認報告書（平成30年度） 和歌山学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2019 和歌山学習センター 会計 郵便料金後納郵便物差出票・郵便料金確認報告書 郵便料金後納郵便物差出票・郵便料金確認報告書（2019年度） 和歌山学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2010 和歌山学習センター 会計 運送料金確認報告書 運送料金確認報告書（平成22年度） 和歌山学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2011 和歌山学習センター 会計 運送料金確認報告書 運送料金確認報告書（平成23年度） 和歌山学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2012 和歌山学習センター 会計 運送料金確認報告書 運送料金確認報告書（平成24年度） 和歌山学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2013 和歌山学習センター 会計 運送料金確認報告書 運送料金確認報告書（平成25年度） 和歌山学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2014 和歌山学習センター 会計 運送料金確認報告書 運送料金確認報告書（平成26年度） 和歌山学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2015 和歌山学習センター 会計 運送料金確認報告書 運送料金確認報告書（平成27年度） 和歌山学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2016 和歌山学習センター 会計 運送料金確認報告書 運送料金確認報告書（平成28年度） 和歌山学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2017 和歌山学習センター 会計 運送料金確認報告書 運送料金確認報告書（平成29年度） 和歌山学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2018 和歌山学習センター 会計 運送料金確認報告書 運送料金確認報告書（平成30年度） 和歌山学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2019 和歌山学習センター 会計 運送料金確認報告書 運送料金確認報告書（2019年度） 和歌山学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2010 和歌山学習センター 会計 タクシー料金確認報告書 タクシー料金確認報告書（平成22年度） 和歌山学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2011 和歌山学習センター 会計 タクシー料金確認報告書 タクシー料金確認報告書（平成23年度） 和歌山学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2012 和歌山学習センター 会計 タクシー料金確認報告書 タクシー料金確認報告書（平成24年度） 和歌山学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2013 和歌山学習センター 会計 タクシー料金確認報告書 タクシー料金確認報告書（平成25年度） 和歌山学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2014 和歌山学習センター 会計 タクシー料金確認報告書 タクシー料金確認報告書（平成26年度） 和歌山学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2015 和歌山学習センター 会計 タクシー料金確認報告書 タクシー料金確認報告書（平成27年度） 和歌山学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2016 和歌山学習センター 会計 タクシー料金確認報告書 タクシー料金確認報告書（平成28年度） 和歌山学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2017 和歌山学習センター 会計 タクシー料金確認報告書 タクシー料金確認報告書（平成29年度） 和歌山学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2018 和歌山学習センター 会計 タクシー料金確認報告書 タクシー料金確認報告書（平成30年度） 和歌山学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
2019 和歌山学習センター 会計 タクシー料金確認報告書 タクシー料金確認報告書（2019年度） 和歌山学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 和歌山学習センター 和歌山学習センター事務長 廃棄
1997 鳥取学習センター 式典 鳥取学習センター開所式 鳥取学習センター開所式 鳥取学習センター事務長 1998/4/1 無期限 紙 鳥取学習センター 鳥取学習センター事務長 廃棄
2012 鳥取学習センター 式典 鳥取学習センター開設15周年記念事業 鳥取学習センター開設15周年記念事業 鳥取学習センター事務長 2013/4/1 無期限 紙 鳥取学習センター 鳥取学習センター事務長 廃棄
2017 鳥取学習センター 式典 鳥取学習センター開設２０周年記念事業 鳥取学習センター開設20周年記念事業（平成28～29年度） 鳥取学習センター事務長 2018/4/1 無期限 紙 鳥取学習センター 鳥取学習センター事務長 廃棄
2004 鳥取学習センター 教務関係 機関誌「ぷりずむ」 機関誌「ぷりずむ保存版」（平成９～１６年度） 鳥取学習センター事務長 2005/4/1 無期限 紙 鳥取学習センター 鳥取学習センター事務長 廃棄
2013 鳥取学習センター 教務関係 機関誌「ぷりずむ」 機関誌「ぷりずむ保存版」（平成１７～２５年度） 鳥取学習センター事務長 2014/4/1 無期限 紙 鳥取学習センター 鳥取学習センター事務長 廃棄
2019 鳥取学習センター 教務関係 機関誌「ぷりずむ」 機関誌「ぷりずむ保存版」（平成２６～３１年度） 鳥取学習センター事務長 2020/4/1 無期限 紙 鳥取学習センター 鳥取学習センター事務長 廃棄
2012 鳥取学習センター 式典 入学者の集い・学位記伝達式 入学者の集い・学位記伝達式（平成２２～２４年度） 鳥取学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 鳥取学習センター 鳥取学習センター事務長 廃棄
2014 鳥取学習センター 式典 入学者の集い・学位記伝達式 入学者の集い・学位記伝達式（平成２５～２６年度） 鳥取学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 鳥取学習センター 鳥取学習センター事務長 廃棄
2015 鳥取学習センター 式典 入学者の集い・学位記伝達式 入学者の集い・学位記伝達式（平成２７年度） 鳥取学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 鳥取学習センター 鳥取学習センター事務長 廃棄
2017 鳥取学習センター 式典 入学者の集い・学位記伝達式 入学者の集い・学位記伝達式（平成２８～２９年度） 鳥取学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 鳥取学習センター 鳥取学習センター事務長 廃棄
2019 鳥取学習センター 式典 入学者の集い・学位記伝達式 入学者の集い・学位記伝達式（平成３０年度～３１年度） 鳥取学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 鳥取学習センター 鳥取学習センター事務長 廃棄
2015 鳥取学習センター 人事 人事関係 人事関係（平成２５～２７年度） 鳥取学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 鳥取学習センター 鳥取学習センター事務長 廃棄
2017 鳥取学習センター 人事 人事関係 人事関係（平成２８～２９年度） 鳥取学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 鳥取学習センター 鳥取学習センター事務長 廃棄
2018 鳥取学習センター 人事 人事関係 人事関係（平成３０年度） 鳥取学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 鳥取学習センター 鳥取学習センター事務長 廃棄
2019 鳥取学習センター 人事 人事関係 人事関係（平成３１年度） 鳥取学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 鳥取学習センター 鳥取学習センター事務長 廃棄
2015 鳥取学習センター 広報 学生募集要項配布・ＤＭ・訪問 学生募集要項配布・ＤＭ・訪問（平成２６～２７年度） 鳥取学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 鳥取学習センター 鳥取学習センター事務長 廃棄
2016 鳥取学習センター 広報 学生募集要項配布・ＤＭ・訪問 学生募集要項配布・ＤＭ・訪問（平成２８年度） 鳥取学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 鳥取学習センター 鳥取学習センター事務長 廃棄
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2017 鳥取学習センター 広報 学生募集要項配布・ＤＭ・訪問 学生募集要項配布・ＤＭ・訪問（平成２９年度） 鳥取学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 鳥取学習センター 鳥取学習センター事務長 廃棄
2017 鳥取学習センター 広報 学生募集要項配布・ＤＭ・訪問 学生募集関係（平成２７～２９年度） 鳥取学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 鳥取学習センター 鳥取学習センター事務長 廃棄
2019 鳥取学習センター 広報 学生募集要項配布・ＤＭ・訪問 学生募集関係（平成３０年度～３１年度） 鳥取学習センター事務長 2020/3/31 5年 2025/3/31 紙 鳥取学習センター 鳥取学習センター事務長 廃棄
2015 鳥取学習センター 広報 有料広告 有料広告（平成２６～２７年度） 鳥取学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 鳥取学習センター 鳥取学習センター事務長 廃棄
2016 鳥取学習センター 広報 有料広告 有料広告（平成２８年度） 鳥取学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 鳥取学習センター 鳥取学習センター事務長 廃棄
2017 鳥取学習センター 広報 有料広告 有料広告（平成２９年度） 鳥取学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 鳥取学習センター 鳥取学習センター事務長 廃棄
2019 鳥取学習センター 広報 有料広告 有料広告（平成３０年度～３１年度） 鳥取学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 鳥取学習センター 鳥取学習センター事務長 廃棄
2015 鳥取学習センター 広報 自治体広報誌掲載 自治体広報誌掲載（平成２６～２７年度） 鳥取学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 鳥取学習センター 鳥取学習センター事務長 廃棄
2016 鳥取学習センター 広報 自治体広報誌掲載 自治体広報誌掲載（平成２８年度） 鳥取学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 鳥取学習センター 鳥取学習センター事務長 廃棄
2017 鳥取学習センター 広報 自治体広報誌掲載 自治体広報誌掲載（平成２９年度） 鳥取学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 鳥取学習センター 鳥取学習センター事務長 廃棄
2019 鳥取学習センター 広報 自治体広報誌掲載 自治体広報誌掲載（平成３０年度～３１年度） 鳥取学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 鳥取学習センター 鳥取学習センター事務長 廃棄
2019 鳥取学習センター 庶務 利用の手引き 学習センター利用の手引き（平成２６～３1年度） 鳥取学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 鳥取学習センター 鳥取学習センター事務長 廃棄
2010 鳥取学習センター 庶務 旅費命令簿・出張命令復命書 旅費命令簿・出張命令復命書（平成２２年度） 鳥取学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 鳥取学習センター 鳥取学習センター事務長 廃棄
2011 鳥取学習センター 庶務 旅費命令簿・出張命令復命書 旅費命令簿・出張命令復命書（平成２３年度） 鳥取学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 鳥取学習センター 鳥取学習センター事務長 廃棄
2012 鳥取学習センター 庶務 旅費命令簿・出張命令復命書 旅費命令簿・出張命令復命書（平成２４年度） 鳥取学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 鳥取学習センター 鳥取学習センター事務長 廃棄
2013 鳥取学習センター 庶務 旅費命令簿・出張命令復命書 旅費命令簿・出張命令復命書（平成２５年度） 鳥取学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 鳥取学習センター 鳥取学習センター事務長 廃棄
2014 鳥取学習センター 庶務 旅費命令簿・出張命令復命書 旅費命令簿・出張命令復命書（平成２６年度） 鳥取学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 鳥取学習センター 鳥取学習センター事務長 廃棄
2015 鳥取学習センター 庶務 旅費命令簿・出張命令復命書 旅費命令簿・出張命令復命書（平成２７年度） 鳥取学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 鳥取学習センター 鳥取学習センター事務長 廃棄
2016 鳥取学習センター 庶務 旅費命令簿・出張命令復命書 旅費命令簿・出張命令復命書（平成２８年度） 鳥取学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 鳥取学習センター 鳥取学習センター事務長 廃棄
2017 鳥取学習センター 庶務 旅費命令簿・出張命令復命書 旅費命令簿・出張命令復命書（平成２９年度） 鳥取学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 鳥取学習センター 鳥取学習センター事務長 廃棄
2018 鳥取学習センター 庶務 旅費命令簿・出張命令復命書 旅費命令簿・出張命令復命書（平成３０年度） 鳥取学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 鳥取学習センター 鳥取学習センター事務長 廃棄
2019 鳥取学習センター 庶務 旅費命令簿・出張命令復命書 旅費命令簿・出張命令復命書（平成３１年度） 鳥取学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 鳥取学習センター 鳥取学習センター事務長 廃棄
2019 鳥取学習センター 庶務 文書処理簿 文書処理簿（平成１７～３１年度） 鳥取学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 鳥取学習センター 鳥取学習センター事務長 廃棄
2017 鳥取学習センター 職員 勤務時間報告 勤務時間報告（平成２７～２９年度） 鳥取学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 鳥取学習センター 鳥取学習センター事務長 廃棄
2018 鳥取学習センター 職員 勤務時間報告 勤務時間報告（平成３０年度） 鳥取学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 鳥取学習センター 鳥取学習センター事務長 廃棄
2019 鳥取学習センター 職員 勤務時間報告 勤務時間報告（２０１９年度） 鳥取学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 鳥取学習センター 鳥取学習センター事務長 廃棄
2017 鳥取学習センター 職員 時間外労働集計簿 時間外労働集計簿（平成２９年度） 鳥取学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 鳥取学習センター 鳥取学習センター事務長 廃棄
2018 鳥取学習センター 職員 時間外労働集計簿 時間外労働集計簿（平成３０年度） 鳥取学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 鳥取学習センター 鳥取学習センター事務長 廃棄
2019 鳥取学習センター 職員 時間外労働集計簿 時間外労働集計簿（２０１９年度） 鳥取学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 鳥取学習センター 鳥取学習センター事務長 廃棄
2017 鳥取学習センター 職員 出勤簿 出勤簿（平成２９年度） 鳥取学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 鳥取学習センター 鳥取学習センター事務長 廃棄
2018 鳥取学習センター 職員 出勤簿 出勤簿（平成３０年度） 鳥取学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 鳥取学習センター 鳥取学習センター事務長 廃棄
2019 鳥取学習センター 職員 出勤簿 出勤簿（２０１９年度） 鳥取学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 鳥取学習センター 鳥取学習センター事務長 廃棄
2018 鳥取学習センター 職員 福利厚生関係書類 健康診断関係（平成２６～３０年度） 鳥取学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 鳥取学習センター 鳥取学習センター事務長 廃棄
2019 鳥取学習センター 職員 福利厚生関係書類 健康診断関係（２０１９年度） 鳥取学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 鳥取学習センター 鳥取学習センター事務長 廃棄
2018 鳥取学習センター 職員 福利厚生関係書類 私立学校共済（平成２６～３０年度） 鳥取学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 鳥取学習センター 鳥取学習センター事務長 廃棄
2019 鳥取学習センター 職員 福利厚生関係書類 私立学校共済・雇用関係含む（２０１９年度） 鳥取学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 鳥取学習センター 鳥取学習センター事務長 廃棄
2019 鳥取学習センター 職員 職員諸手当認定簿 職員諸手当認定簿（平成２０～３１年度） 鳥取学習センター事務長 2019/4/1 3年（支給喪失から） 紙 鳥取学習センター 鳥取学習センター事務長 廃棄
2017 鳥取学習センター 職員 休暇簿 休暇簿（平成２９年度） 鳥取学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 鳥取学習センター 鳥取学習センター事務長 廃棄
2018 鳥取学習センター 職員 休暇簿 休暇簿（平成３０年度） 鳥取学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 鳥取学習センター 鳥取学習センター事務長 廃棄
2019 鳥取学習センター 職員 休暇簿 休暇簿（２０１９年度） 鳥取学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 鳥取学習センター 鳥取学習センター事務長 廃棄
2010 鳥取学習センター 面接授業 面接授業 面接授業（平成２２年度１学期） 鳥取学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 鳥取学習センター 鳥取学習センター事務長 廃棄
2010 鳥取学習センター 面接授業 面接授業 面接授業（平成２２年度２学期） 鳥取学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 鳥取学習センター 鳥取学習センター事務長 廃棄
2011 鳥取学習センター 面接授業 面接授業 面接授業（平成２３年度１学期） 鳥取学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 鳥取学習センター 鳥取学習センター事務長 廃棄
2011 鳥取学習センター 面接授業 面接授業 面接授業（平成２３年度２学期） 鳥取学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 鳥取学習センター 鳥取学習センター事務長 廃棄
2012 鳥取学習センター 面接授業 面接授業 面接授業（平成２４年度１学期） 鳥取学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 鳥取学習センター 鳥取学習センター事務長 廃棄
2012 鳥取学習センター 面接授業 面接授業 面接授業（平成２４年度２学期） 鳥取学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 鳥取学習センター 鳥取学習センター事務長 廃棄
2013 鳥取学習センター 面接授業 面接授業 面接授業（平成２５年度１学期） 鳥取学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 鳥取学習センター 鳥取学習センター事務長 廃棄
2013 鳥取学習センター 面接授業 面接授業 面接授業（平成２５年度２学期） 鳥取学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 鳥取学習センター 鳥取学習センター事務長 廃棄
2014 鳥取学習センター 面接授業 面接授業 面接授業（平成２６年度１学期） 鳥取学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 鳥取学習センター 鳥取学習センター事務長 廃棄
2014 鳥取学習センター 面接授業 面接授業 面接授業（平成２６年度２学期） 鳥取学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 鳥取学習センター 鳥取学習センター事務長 廃棄
2015 鳥取学習センター 面接授業 面接授業 面接授業（平成２７年度１学期） 鳥取学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 鳥取学習センター 鳥取学習センター事務長 廃棄
2015 鳥取学習センター 面接授業 面接授業 面接授業（平成２７年度２学期） 鳥取学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 鳥取学習センター 鳥取学習センター事務長 廃棄
2016 鳥取学習センター 面接授業 面接授業 面接授業（平成２８年度１学期） 鳥取学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 鳥取学習センター 鳥取学習センター事務長 廃棄
2016 鳥取学習センター 面接授業 面接授業 面接授業（平成２８年度２学期） 鳥取学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 鳥取学習センター 鳥取学習センター事務長 廃棄
2017 鳥取学習センター 面接授業 面接授業 面接授業（平成２９年度１学期） 鳥取学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 鳥取学習センター 鳥取学習センター事務長 廃棄
2017 鳥取学習センター 面接授業 面接授業 面接授業（平成２９年度２学期） 鳥取学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 鳥取学習センター 鳥取学習センター事務長 廃棄
2018 鳥取学習センター 面接授業 面接授業 面接授業（平成３０年度１学期） 鳥取学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 鳥取学習センター 鳥取学習センター事務長 廃棄
2018 鳥取学習センター 面接授業 面接授業 面接授業（平成３０年度２学期） 鳥取学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 鳥取学習センター 鳥取学習センター事務長 廃棄
2019 鳥取学習センター 面接授業 面接授業 面接授業（２０１９年度１学期） 鳥取学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 鳥取学習センター 鳥取学習センター事務長 廃棄
2019 鳥取学習センター 面接授業 面接授業 面接授業（２０１９年度２学期） 鳥取学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 鳥取学習センター 鳥取学習センター事務長 廃棄
2015 鳥取学習センター 教務関係 機関誌「ぷりずむ」 機関誌「ぷりずむ」（平成２５～２７年度） 鳥取学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 鳥取学習センター 鳥取学習センター事務長 廃棄
2017 鳥取学習センター 教務関係 機関誌「ぷりずむ」 機関紙「ぷりずむ」（平成２８～２９年度） 鳥取学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 鳥取学習センター 鳥取学習センター事務長 廃棄
2019 鳥取学習センター 教務関係 機関誌「ぷりずむ」 機関紙「ぷりずむ」（平成３０～３１年度） 鳥取学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 鳥取学習センター 鳥取学習センター事務長 廃棄
2016 鳥取学習センター 教務関係 教員免許更新講習 教員免許更新講習関係（平成２６～２８年度　） 鳥取学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 鳥取学習センター 鳥取学習センター事務長 廃棄
2018 鳥取学習センター 教務関係 教員免許更新講習 教員免許更新講習関係（平成２９～３０年度　） 鳥取学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 鳥取学習センター 鳥取学習センター事務長 廃棄
2019 鳥取学習センター 教務関係 教員免許更新講習 教員免許更新講習関係（２０１９年度　） 鳥取学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 鳥取学習センター 鳥取学習センター事務長 廃棄
2019 鳥取学習センター 学生関係 学生研修旅行 学生研修旅行（平成２７～３１年度） 鳥取学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 鳥取学習センター 鳥取学習センター事務長 廃棄
2019 鳥取学習センター 学生関係 奨学金関係 奨学金関係(平成２５～３１年度） 鳥取学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 鳥取学習センター 鳥取学習センター事務長 廃棄
2019 鳥取学習センター 学生関係 学生団体関係 学生団体関係（平成１９～３１年度） 鳥取学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 鳥取学習センター 鳥取学習センター事務長 廃棄
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2019 鳥取学習センター 学生関係 学生団体助成金 学生団体助成金（平成２７～３１年度） 鳥取学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 鳥取学習センター 鳥取学習センター事務長 廃棄
2017 鳥取学習センター 証明書 学割証発行簿 学割証発行簿（平成１９～２９年度） 鳥取学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 鳥取学習センター 鳥取学習センター事務長 廃棄
2019 鳥取学習センター 証明書 学割証発行簿 学割証発行簿（平成３０～３１年度） 鳥取学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 鳥取学習センター 鳥取学習センター事務長 廃棄
2015 鳥取学習センター 証明書 諸証明書発行簿 諸証明書発行簿（平成１７～２７年度） 鳥取学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 鳥取学習センター 鳥取学習センター事務長 廃棄
2017 鳥取学習センター 証明書 諸証明書発行簿 諸証明書発行簿（平成２８～２９年度） 鳥取学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 鳥取学習センター 鳥取学習センター事務長 廃棄
2018 鳥取学習センター 証明書 諸証明書発行簿 諸証明書発行簿（平成３０年度） 鳥取学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 鳥取学習センター 鳥取学習センター事務長 廃棄
2019 鳥取学習センター 証明書 諸証明書発行簿 諸証明書発行簿（２０１９年度） 鳥取学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 鳥取学習センター 鳥取学習センター事務長 廃棄
2017 鳥取学習センター 証明書 諸証明書発行簿 諸証明書発行簿・大学院（平成２４～２９年度） 鳥取学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 鳥取学習センター 鳥取学習センター事務長 廃棄
2019 鳥取学習センター 証明書 諸証明書発行簿 諸証明書発行簿・大学院（平成３０～３１年度） 鳥取学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 鳥取学習センター 鳥取学習センター事務長 廃棄
2019 鳥取学習センター 入試 大学院入学試験 大学院入学試験（平成２４～３１年度） 鳥取学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 鳥取学習センター 鳥取学習センター事務長 廃棄
2015 鳥取学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験 単位認定試験（平成２７年度） 鳥取学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 鳥取学習センター 鳥取学習センター事務長 廃棄
2016 鳥取学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験 単位認定試験(平成２８年度) 鳥取学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 鳥取学習センター 鳥取学習センター事務長 廃棄
2017 鳥取学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験 単位認定試験(平成２９年度) 鳥取学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 鳥取学習センター 鳥取学習センター事務長 廃棄
2018 鳥取学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験 単位認定試験(平成３０年度) 鳥取学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 鳥取学習センター 鳥取学習センター事務長 廃棄
2019 鳥取学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験 単位認定試験(２０１９年度１学期) 鳥取学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 鳥取学習センター 鳥取学習センター事務長 廃棄
2019 鳥取学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験 単位認定試験(２０１９年度２学期) 鳥取学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 鳥取学習センター 鳥取学習センター事務長 廃棄
2017 鳥取学習センター 会計 契約関係（契約伺・単価見積等） 契約関係（契約伺・単価見積等）（平成２６～２９年度） 鳥取学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 鳥取学習センター 鳥取学習センター事務長 廃棄
2018 鳥取学習センター 会計 契約関係（契約伺・単価見積等） 契約関係（契約伺・単価見積等）（平成３０年度） 鳥取学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 鳥取学習センター 鳥取学習センター事務長 廃棄
2019 鳥取学習センター 会計 契約関係（契約伺・単価見積等） 契約関係（契約伺・単価見積等）（平成３１年度） 鳥取学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 鳥取学習センター 鳥取学習センター事務長 廃棄
2019 鳥取学習センター 会計 現金出納簿 出納員現金出納簿（平成１９～３１年度） 鳥取学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 鳥取学習センター 鳥取学習センター事務長 廃棄
2012 鳥取学習センター 会計 債務計上票等支払関係書類 債務計上票等支払関係書類（平成２４年度） 鳥取学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 鳥取学習センター 鳥取学習センター事務長 廃棄
2013 鳥取学習センター 会計 債務計上票等支払関係書類 債務計上票等支払関係書類（平成２５年度） 鳥取学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 鳥取学習センター 鳥取学習センター事務長 廃棄
2014 鳥取学習センター 会計 債務計上票等支払関係書類 債務計上票等支払関係書類（平成２６年度） 鳥取学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 鳥取学習センター 鳥取学習センター事務長 廃棄
2015 鳥取学習センター 会計 債務計上票等支払関係書類 債務計上票等支払関係書類（平成２７年度） 鳥取学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 鳥取学習センター 鳥取学習センター事務長 廃棄
2016 鳥取学習センター 会計 債務計上票等支払関係書類 債務計上票等支払関係書類（平成２８年度） 鳥取学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 鳥取学習センター 鳥取学習センター事務長 廃棄
2017 鳥取学習センター 会計 債務計上票等支払関係書類 債務計上票等支払関係書類（平成２９年度） 鳥取学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 鳥取学習センター 鳥取学習センター事務長 廃棄
2018 鳥取学習センター 会計 債務計上票等支払関係書類 債務計上票等支払関係書類（平成３０年度） 鳥取学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 鳥取学習センター 鳥取学習センター事務長 廃棄
2019 鳥取学習センター 会計 債務計上票等支払関係書類 債務計上票等支払関係書類（平成３１年度） 鳥取学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 鳥取学習センター 鳥取学習センター事務長 廃棄
2010 鳥取学習センター 会計 出納員・現金払込 現金払込仕訳書関係（平成２２年度） 鳥取学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 鳥取学習センター 鳥取学習センター事務長 廃棄
2011 鳥取学習センター 会計 出納員・現金払込 現金払込仕訳書関係（平成２３年度） 鳥取学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 鳥取学習センター 鳥取学習センター事務長 廃棄
2012 鳥取学習センター 会計 出納員・現金払込 現金払込仕訳書関係（平成２４年度） 鳥取学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 鳥取学習センター 鳥取学習センター事務長 廃棄
2013 鳥取学習センター 会計 出納員・現金払込 現金払込仕訳書関係（平成２５年度） 鳥取学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 鳥取学習センター 鳥取学習センター事務長 廃棄
2014 鳥取学習センター 会計 出納員・現金払込 現金払込仕訳書関係（平成２６年度） 鳥取学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 鳥取学習センター 鳥取学習センター事務長 廃棄
2015 鳥取学習センター 会計 出納員・現金払込 現金払込仕訳書関係（平成２７年度） 鳥取学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 鳥取学習センター 鳥取学習センター事務長 廃棄
2016 鳥取学習センター 会計 出納員・現金払込 現金払込仕訳書関係（平成２８年度） 鳥取学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 鳥取学習センター 鳥取学習センター事務長 廃棄
2017 鳥取学習センター 会計 出納員・現金払込 現金払込仕訳書関係（平成２９年度） 鳥取学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 鳥取学習センター 鳥取学習センター事務長 廃棄
2018 鳥取学習センター 会計 出納員・現金払込 現金払込仕訳書関係（平成３０年度） 鳥取学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 鳥取学習センター 鳥取学習センター事務長 廃棄
2019 鳥取学習センター 会計 出納員・現金払込 現金払込仕訳書関係（平成３１年度） 鳥取学習センター事務長 2020/4/1 11年 2030/3/31 紙 鳥取学習センター 鳥取学習センター事務長 廃棄
2012 鳥取学習センター 会計 旅費・外勤交通費支払関係 旅費・外勤交通費支払関係（平成２４年度） 鳥取学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 鳥取学習センター 鳥取学習センター事務長 廃棄
2013 鳥取学習センター 会計 旅費・外勤交通費支払関係 旅費・外勤交通費支払関係（平成２５年度） 鳥取学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 鳥取学習センター 鳥取学習センター事務長 廃棄
2014 鳥取学習センター 会計 旅費・外勤交通費支払関係 旅費・外勤交通費支払関係（平成２６年度） 鳥取学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 鳥取学習センター 鳥取学習センター事務長 廃棄
2015 鳥取学習センター 会計 旅費・外勤交通費支払関係 旅費・外勤交通費支払関係（平成２７年度） 鳥取学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 鳥取学習センター 鳥取学習センター事務長 廃棄
2016 鳥取学習センター 会計 旅費・外勤交通費支払関係 旅費・外勤交通費支払関係（平成２８年度） 鳥取学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 鳥取学習センター 鳥取学習センター事務長 廃棄
2017 鳥取学習センター 会計 旅費・外勤交通費支払関係 旅費・外勤交通費支払関係（平成２９年度） 鳥取学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 鳥取学習センター 鳥取学習センター事務長 廃棄
2018 鳥取学習センター 会計 旅費・外勤交通費支払関係 旅費・外勤交通費支払関係（平成３０年度） 鳥取学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 鳥取学習センター 鳥取学習センター事務長 廃棄
2019 鳥取学習センター 会計 旅費・外勤交通費支払関係 旅費・外勤交通費支払関係（平成３１年度） 鳥取学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 鳥取学習センター 鳥取学習センター事務長 廃棄
2010 鳥取学習センター 会計 予算関係 予算関係（平成２２年度） 鳥取学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 鳥取学習センター 鳥取学習センター事務長 廃棄
2011 鳥取学習センター 会計 予算関係 予算関係（平成２３年度） 鳥取学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 鳥取学習センター 鳥取学習センター事務長 廃棄
2012 鳥取学習センター 会計 予算関係 予算関係（平成２４年度） 鳥取学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 鳥取学習センター 鳥取学習センター事務長 廃棄
2013 鳥取学習センター 会計 予算関係 予算関係（平成２５年度） 鳥取学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 鳥取学習センター 鳥取学習センター事務長 廃棄
2014 鳥取学習センター 会計 予算関係 予算関係（平成２６年度） 鳥取学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 鳥取学習センター 鳥取学習センター事務長 廃棄
2015 鳥取学習センター 会計 予算関係 予算関係（平成２７年度） 鳥取学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 鳥取学習センター 鳥取学習センター事務長 廃棄
2016 鳥取学習センター 会計 予算関係 予算関係（平成２８年度） 鳥取学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 鳥取学習センター 鳥取学習センター事務長 廃棄
2017 鳥取学習センター 会計 予算関係 予算関係（示達・計画・振替）（平成２９年度） 鳥取学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 鳥取学習センター 鳥取学習センター事務長 廃棄
2017 鳥取学習センター 会計 予算関係 予算関係（賃金・謝金含む）（平成２９年度） 鳥取学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 鳥取学習センター 鳥取学習センター事務長 廃棄
2018 鳥取学習センター 会計 予算関係 予算関係（示達・計画・振替）（平成３０年度） 鳥取学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 鳥取学習センター 鳥取学習センター事務長 廃棄
2018 鳥取学習センター 会計 予算関係 予算関係（賃金・謝金含む）（平成３０年度） 鳥取学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 鳥取学習センター 鳥取学習センター事務長 廃棄
2019 鳥取学習センター 会計 予算関係 予算関係（賃金・謝金含む）（平成３１年度） 鳥取学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 鳥取学習センター 鳥取学習センター事務長 廃棄
2011 鳥取学習センター 会計 前渡資金要求書 前渡資金要求書（平成２１～２３年度） 鳥取学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 鳥取学習センター 鳥取学習センター事務長 廃棄
2010 鳥取学習センター 会計 物品・修繕・役務兼物品取得等伺 物品・修繕・役務兼物品取得等伺（平成２２年度） 鳥取学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 鳥取学習センター 鳥取学習センター事務長 廃棄
2011 鳥取学習センター 会計 物品・修繕・役務兼物品取得等伺 物品・修繕・役務兼物品取得等伺（平成２３年度） 鳥取学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 鳥取学習センター 鳥取学習センター事務長 廃棄
2010 鳥取学習センター 会計 前渡資金関係・支払伝票等 前渡資金関係・支払伝票等(平成２２年度) 鳥取学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 鳥取学習センター 鳥取学習センター事務長 廃棄
2011 鳥取学習センター 会計 前渡資金関係・支払伝票等 前渡資金関係・支払伝票等(平成２３年度) 鳥取学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 鳥取学習センター 鳥取学習センター事務長 廃棄
2019 鳥取学習センター 会計 前渡資金関係・支払伝票等 前渡資金払出要求・実施報告･精算等(平成２５～３１年度) 鳥取学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 鳥取学習センター 鳥取学習センター事務長 廃棄
2017 鳥取学習センター 会計 学生証再発行手数料 学生証再発行手数料（平成２１～２９年度） 鳥取学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 鳥取学習センター 鳥取学習センター事務長 廃棄
2013 鳥取学習センター 会計 証明書発行手数料 証明書発行手数料（平成１９～２５年度） 鳥取学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 鳥取学習センター 鳥取学習センター事務長 廃棄
2018 鳥取学習センター 会計 証明書発行手数料 証明書発行手数料（平成２６～３０年度） 鳥取学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 鳥取学習センター 鳥取学習センター事務長 廃棄
2019 鳥取学習センター 会計 証明書発行手数料 証明書発行手数料（平成３１年度） 鳥取学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 鳥取学習センター 鳥取学習センター事務長 廃棄
2019 鳥取学習センター 会計 前渡資金出納簿 前渡資金出納簿（平成２１～３１年度） 鳥取学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 鳥取学習センター 鳥取学習センター事務長 廃棄
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2016 鳥取学習センター 出願 出願関係書類 出願関係書類（平成２４～２８年度） 鳥取学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 鳥取学習センター 鳥取学習センター事務長 廃棄
2006 島根学習センター 式典 １０周年記念事業 １０周年記念講演会（平成１８年度） 島根学習センター事務長 2007/4/1 無期限 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2006 島根学習センター 式典 １０周年記念事業 １０周年記念誌 島根学習センター事務長 2007/4/1 無期限 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2011 島根学習センター 式典 １５周年記念行事 １５周年記念行事（平成２３年度） 島根学習センター事務長 2012/4/1 無期限 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2016 島根学習センター 式典 ２０周年記念事業 ２０周年記念事業（平成２８年度） 島根学習センター事務長 2017/4/1 無期限 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2016 島根学習センター 式典 ２０周年記念行事 ２０周年記念誌 島根学習センター事務長 2017/4/1 無期限 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2017 島根学習センター 会計 ETC使用報告 ETC使用報告（平成2９年度） 島根学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2018 島根学習センター 会計 ETC使用報告 ETC使用報告（平成３０年度） 島根学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2019 島根学習センター 会計 ETC使用報告 ETC使用報告（平成３１年度） 島根学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2017 島根学習センター 教務関係 夏季集中関係（看護・司書） 夏季集中関係（看護・司書）（平成２９年度） 島根学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2018 島根学習センター 教務関係 夏季集中関係（看護・司書） 夏季集中関係（看護・司書）（平成３０年度） 島根学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2019 島根学習センター 教務関係 夏季集中関係（看護・司書） 夏季集中関係（看護・司書）（平成３１年度） 島根学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2010 島根学習センター 会計 タクシーチケット使用簿 タクシーチケット使用簿（平成22年度） 島根学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2011 島根学習センター 会計 タクシーチケット使用簿 タクシーチケット使用簿（平成２３年度） 島根学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2012 島根学習センター 会計 タクシーチケット使用簿 タクシーチケット使用簿（平成２４年度） 島根学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2013 島根学習センター 会計 タクシーチケット使用簿 タクシーチケット使用簿（平成２５年度） 島根学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2014 島根学習センター 会計 タクシーチケット使用簿 タクシーチケット使用簿（平成２６年度） 島根学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2015 島根学習センター 会計 タクシーチケット使用簿 タクシーチケット使用簿（平成２７年度） 島根学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2016 島根学習センター 会計 タクシーチケット使用簿 タクシーチケット使用簿（平成２８年度） 島根学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2017 島根学習センター 会計 タクシーチケット使用簿 タクシーチケット使用簿（平成２９年度） 島根学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2018 島根学習センター 会計 タクシーチケット使用簿 タクシーチケット使用簿（平成３０年度） 島根学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2019 島根学習センター 会計 タクシーチケット使用簿 タクシーチケット使用簿（平成３１年度） 島根学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2015 島根学習センター 諸会議 ブロック会議 ブロック会議（平成２７年度） 島根学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2016 島根学習センター 諸会議 ブロック会議 ブロック会議（平成２８年度） 島根学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2017 島根学習センター 諸会議 ブロック会議 ブロック会議（平成２９年度） 島根学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2018 島根学習センター 諸会議 ブロック会議 ブロック会議（平成３０年度） 島根学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2019 島根学習センター 諸会議 ブロック会議 ブロック会議（平成３１年度） 島根学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2017 島根学習センター 学生関係 益田放送大学コーナー 益田コーナー（平成２9年度） 島根学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2018 島根学習センター 学生関係 益田放送大学コーナー 益田コーナー（平成３０年度） 島根学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2019 島根学習センター 学生関係 益田放送大学コーナー 益田コーナー（平成３１年度） 島根学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2013 島根学習センター 会計 会計業務 会計業務（平成２５年度） 島根学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2014 島根学習センター 会計 会計業務 会計業務（平成２６年度） 島根学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2015 島根学習センター 会計 会計業務 会計業務（平成２７年度） 島根学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2016 島根学習センター 会計 会計業務 会計業務（平成２８年度） 島根学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2017 島根学習センター 会計 会計業務 会計業務（平成２９年度） 島根学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2018 島根学習センター 会計 会計業務 会計業務（平成３０年度） 島根学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2019 島根学習センター 会計 会計業務 会計業務（平成３１年度） 島根学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
1996 島根学習センター 式典 開所式・式典 開所式・式典（平成８年度） 島根学習センター事務長 1997/4/1 無期限 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
1996 島根学習センター 式典 開所式連絡文書 開所式連絡文書（平成８年度） 島根学習センター事務長 1997/4/1 無期限 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2015 島根学習センター 教務関係 各種資格 各種資格（平成２７年度） 島根学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2016 島根学習センター 教務関係 各種資格 各種資格（平成２８年度） 島根学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2017 島根学習センター 教務関係 各種資格 各種資格（平成２９年度） 島根学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2018 島根学習センター 教務関係 各種資格 各種資格（平成３０年度） 島根学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2019 島根学習センター 教務関係 各種資格 各種資格（平成３１年度） 島根学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2015 島根学習センター 証明書 各種証明書（発行業務） 各種証明書（発行業務）（平成２７年度） 島根学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2016 島根学習センター 証明書 各種証明書（発行業務） 各種証明書（発行業務）（平成２８年度） 島根学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2017 島根学習センター 証明書 各種証明書（発行業務） 各種証明書（発行業務）（平成２９年度） 島根学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2018 島根学習センター 証明書 各種証明書（発行業務） 各種証明書（発行業務）（平成３０年度） 島根学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2019 島根学習センター 証明書 各種証明書（発行業務） 各種証明書（発行業務）（平成３１年度） 島根学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2015 島根学習センター 教務関係 学位授与機構 学位授与機構（平成２７年度） 島根学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2016 島根学習センター 教務関係 学位授与機構 学位授与機構（平成２８年度） 島根学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2017 島根学習センター 教務関係 学位授与機構 学位授与機構（平成２９年度） 島根学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2018 島根学習センター 教務関係 学位授与機構 学位授与機構（平成３０年度） 島根学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2019 島根学習センター 教務関係 学位授与機構 学位授与機構（平成３１年度） 島根学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2017 島根学習センター 証明書 学割証発行（出納簿・台帳） 学割証発行（出納簿・台帳）（平成２９年度） 島根学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2018 島根学習センター 証明書 学割証発行（出納簿・台帳） 学割証発行（出納簿・台帳）（平成３０年度） 島根学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2019 島根学習センター 証明書 学割証発行（出納簿・台帳） 学割証発行（出納簿・台帳）（平成３１年度） 島根学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2017 島根学習センター 証明書 学割適応状況 学割適応状況（平成２９年度） 島根学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2018 島根学習センター 証明書 学割適応状況 学割適応状況（平成３０年度） 島根学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2019 島根学習センター 証明書 学割適応状況 学割適応状況（平成３１年度） 島根学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2015 島根学習センター 教務関係 学校図書館司書教諭 学校図書館司書教諭（平成２７年度） 島根学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2016 島根学習センター 教務関係 学校図書館司書教諭 学校図書館司書教諭（平成２８年度） 島根学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2017 島根学習センター 庶務 学習センター情報化 学習センター情報化（平成２９年度） 島根学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2018 島根学習センター 庶務 学習センター情報化 学習センター情報化（平成３０年度） 島根学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2019 島根学習センター 庶務 学習センター情報化 学習センター情報化（平成３１年度） 島根学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2015 島根学習センター 広報 学習センターホームページ 学習センターホームページ（平成２７年度） 島根学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2016 島根学習センター 広報 学習センターホームページ 学習センターホームページ（平成２８年度） 島根学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2017 島根学習センター 広報 学習センターホームページ 学習センターホームページ（平成２９年度） 島根学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2018 島根学習センター 広報 学習センターホームページ 学習センターホームページ（平成３０年度） 島根学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
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2019 島根学習センター 広報 学習センターホームページ 学習センターホームページ（平成３１年度） 島根学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2015 島根学習センター 諸会議 学習センター事務長会議 学習センター事務長会議（平成２７年度） 島根学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2016 島根学習センター 諸会議 学習センター事務長会議 学習センター事務長会議（平成２８年度) 島根学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2017 島根学習センター 諸会議 学習センター事務長会議 学習センター事務長会議（平成２９年度) 島根学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2018 島根学習センター 諸会議 学習センター事務長会議 学習センター事務長会議（平成３０年度) 島根学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2019 島根学習センター 諸会議 学習センター事務長会議 学習センター事務長会議（平成３１年度) 島根学習センター事務長 2020/4/1 5年 2023/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2015 島根学習センター 教務関係 学習センター主催事業 学習センター主催事業（平成２７年度） 島根学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2016 島根学習センター 教務関係 学習センター主催事業 学習センター主催事業（平成２８年度） 島根学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2017 島根学習センター 教務関係 学習センター主催事業 学習センター主催事業（平成２９年度） 島根学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2018 島根学習センター 教務関係 学習センター主催事業 学習センター主催事業（平成３０年度） 島根学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2019 島根学習センター 教務関係 学習センター主催事業 学習センター主催事業（平成３１年度） 島根学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2015 島根学習センター 諸会議 学習センター所長会議 学習センター所長会議（平成２７年度） 島根学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2016 島根学習センター 諸会議 学習センター所長会議 学習センター所長会議（平成２８年度） 島根学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2017 島根学習センター 諸会議 学習センター所長会議 学習センター所長会議（平成２９年度） 島根学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2018 島根学習センター 諸会議 学習センター所長会議 学習センター所長会議（平成３０年度） 島根学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2019 島根学習センター 諸会議 学習センター所長会議 学習センター所長会議（平成３１年度） 島根学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2015 島根学習センター 学生関係 学習相談票 学習相談票（平成２７年度） 島根学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2016 島根学習センター 学生関係 学習相談票 学習相談票（平成２８年度） 島根学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2017 島根学習センター 学生関係 学習相談票 学習相談票（平成２９年度） 島根学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2018 島根学習センター 学生関係 学習相談票 学習相談票（平成３０年度） 島根学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2019 島根学習センター 学生関係 学習相談票 学習相談票（平成３１年度） 島根学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2010 島根学習センター 学生関係 学生教育研究災害傷害保険 学生教育研究災害傷害保険（平成２２年度） 島根学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2011 島根学習センター 学生関係 学生教育研究災害傷害保険 学生教育研究災害傷害保険（平成２３年度） 島根学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2012 島根学習センター 学生関係 学生教育研究災害傷害保険 学生教育研究災害傷害保険（平成２４年度） 島根学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2013 島根学習センター 学生関係 学生教育研究災害傷害保険 学生教育研究災害傷害保険（平成２５年度） 島根学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2014 島根学習センター 学生関係 学生教育研究災害傷害保険 学生教育研究災害傷害保険（平成２６年度） 島根学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2015 島根学習センター 学生関係 学生教育研究災害傷害保険 学生教育研究災害傷害保険（平成２７年度） 島根学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2016 島根学習センター 学生関係 学生教育研究災害傷害保険 学生教育研究災害傷害保険（平成２８年度） 島根学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2017 島根学習センター 学生関係 学生教育研究災害傷害保険 学生教育研究災害傷害保険（平成２９年度） 島根学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2018 島根学習センター 学生関係 学生教育研究災害傷害保険 学生教育研究災害傷害保険（平成３０年度） 島根学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2019 島根学習センター 学生関係 学生教育研究災害傷害保険 学生教育研究災害傷害保険（平成３１年度） 島根学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2015 島根学習センター 学生関係 学生業務 学生業務(平成２７年度） 島根学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2016 島根学習センター 学生関係 学生業務 学生業務(平成２８年度） 島根学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2017 島根学習センター 学生関係 学生業務 学生業務(平成２９年度） 島根学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2018 島根学習センター 学生関係 学生業務 学生業務(平成３０年度） 島根学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2019 島根学習センター 学生関係 学生業務 学生業務(平成３１年度） 島根学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2015 島根学習センター 学生関係 学生団体・学生助成金 学生団体・学生助成金（平成２７年度） 島根学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2016 島根学習センター 学生関係 学生団体・学生助成金 学生団体・学生助成金（平成２８年度） 島根学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2017 島根学習センター 学生関係 学生団体・学生助成金 学生団体・学生助成金（平成２９年度） 島根学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2018 島根学習センター 学生関係 学生団体・学生助成金 学生団体・学生助成金（平成３０年度） 島根学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2019 島根学習センター 学生関係 学生団体・学生助成金 学生団体・学生助成金（平成３１年度） 島根学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2015 島根学習センター 広報 学生募集関係 学生募集関係（平成２７年度） 島根学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2016 島根学習センター 広報 学生募集関係 学生募集関係（平成２８年度） 島根学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2017 島根学習センター 広報 学生募集関係 学生募集関係（平成２９年度） 島根学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2018 島根学習センター 広報 学生募集関係 学生募集関係（平成３０年度） 島根学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2019 島根学習センター 広報 学生募集関係 学生募集関係（平成３１年度） 島根学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2015 島根学習センター 教務関係 学部卒業研究・大学院研究指導 学部卒業研究・大学院研究指導（平成２７年度） 島根学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2016 島根学習センター 教務関係 学部卒業研究・大学院研究指導 学部卒業研究・大学院研究指導（平成２８年度） 島根学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2017 島根学習センター 教務関係 学部卒業研究・大学院研究指導 学部卒業研究・大学院研究指導（平成２９年度） 島根学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2018 島根学習センター 教務関係 学部卒業研究・大学院研究指導 学部卒業研究・大学院研究指導（平成３０年度） 島根学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2019 島根学習センター 教務関係 学部卒業研究・大学院研究指導 学部卒業研究・大学院研究指導（平成３１年度） 島根学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2015 島根学習センター 管理運営 監事監査 監事監査関係 島根学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2016 島根学習センター 管理運営 監事監査 監事監査関係 島根学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2015 島根学習センター 教務関係 看護師資格取得に資する科目（夏季集中型） 看護師資格取得に資する科目（夏季集中型）（平成２７年度） 島根学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2016 島根学習センター 教務関係 看護師資格取得に資する科目（夏季集中型） 看護師資格取得に資する科目（夏季集中型）（平成２8年度） 島根学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2017 島根学習センター 管理運営 危機管理 危機管理（平成２９年度） 島根学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2018 島根学習センター 管理運営 危機管理 危機管理（平成３０年度） 島根学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2019 島根学習センター 管理運営 危機管理 危機管理（平成３１年度） 島根学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2015 島根学習センター 広報 機関誌「だんだん」 機関誌「だんだん」（平成２７年度） 島根学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2016 島根学習センター 広報 機関誌「だんだん」 機関誌「だんだん」（平成２８年度） 島根学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2017 島根学習センター 広報 機関誌「だんだん」 機関誌「だんだん」（平成２９年度） 島根学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2018 島根学習センター 広報 機関誌「だんだん」 機関誌「だんだん」（平成３０年度） 島根学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2019 島根学習センター 広報 機関誌「だんだん」 機関誌「だんだん」（平成３１年度） 島根学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2015 島根学習センター 人事 客員教員 客員教員 島根学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2016 島根学習センター 人事 客員教員 客員教員 島根学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2017 島根学習センター 人事 客員教員 客員教員 島根学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2018 島根学習センター 人事 客員教員 客員教員 島根学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2019 島根学習センター 人事 客員教員 客員教員 島根学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2017 島根学習センター 職員 休暇簿 休暇簿（平成２９年度） 島根学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
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措置結果
2018 島根学習センター 職員 休暇簿 休暇簿（平成３０年度） 島根学習センター事務長 2019/4/1 3年 2021/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2019 島根学習センター 職員 休暇簿 休暇簿（平成３１年度） 島根学習センター事務長 2020/4/1 3年 2021/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2015 島根学習センター 人事 給与 給与（平成２７年度） 島根学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2016 島根学習センター 人事 給与 給与（平成２８年度） 島根学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2017 島根学習センター 人事 給与 給与（平成２９年度） 島根学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2018 島根学習センター 人事 給与 給与（平成３０年度） 島根学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2019 島根学習センター 人事 給与 給与（平成３１年度） 島根学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2015 島根学習センター 諸会議 協力機関連携懇話会 協力機関連携懇話会（平成２７年度） 島根学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2016 島根学習センター 諸会議 協力機関連携懇話会 協力機関連携懇話会（平成２８年度） 島根学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2017 島根学習センター 諸会議 協力機関連携懇話会 協力機関連携懇話会（平成２９年度） 島根学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2018 島根学習センター 諸会議 協力機関連携懇話会 協力機関連携懇話会（平成３０年度） 島根学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2019 島根学習センター 諸会議 協力機関連携懇話会 協力機関連携懇話会（平成３１年度） 島根学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2015 島根学習センター 教務関係 教員免許更新講習 教員免許更新講習（平成２７年度） 島根学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2016 島根学習センター 教務関係 教員免許更新講習 教員免許更新講習（平成２８年度） 島根学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2017 島根学習センター 教務関係 教員免許更新講習 教員免許更新講習（平成２９年度） 島根学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2018 島根学習センター 教務関係 教員免許更新講習 教員免許更新講習（平成３０年度） 島根学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2019 島根学習センター 教務関係 教員免許更新講習 教員免許更新講習（平成３１年度） 島根学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2015 島根学習センター 教務関係 教務 教務（平成２７年度） 島根学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2016 島根学習センター 教務関係 教務 教務（平成２８年度） 島根学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2017 島根学習センター 教務関係 教務 教務（平成２９年度） 島根学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2018 島根学習センター 教務関係 教務 教務（平成３０年度） 島根学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2019 島根学習センター 教務関係 教務 教務（平成３１年度） 島根学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2017 島根学習センター 職員 勤務時間割振簿関係 勤務時間割振簿関係（平成２９年度） 島根学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2018 島根学習センター 職員 勤務時間割振簿関係 勤務時間割振簿関係（平成３０年度） 島根学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2019 島根学習センター 職員 勤務時間割振簿関係 勤務時間割振簿関係（平成３１年度） 島根学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2017 島根学習センター 職員 勤務時間報告書 勤務時間報告書（平成２９年度） 島根学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2018 島根学習センター 職員 勤務時間報告書 勤務時間報告書（平成３０年度） 島根学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2019 島根学習センター 職員 勤務時間報告書 勤務時間報告書（平成３１年度） 島根学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2017 島根学習センター 職員 勤務等記録簿（客員教員等） 勤務等記録簿（客員教員等）（平成２９年度） 島根学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2018 島根学習センター 職員 勤務等記録簿（客員教員等） 勤務等記録簿（客員教員等）（平成３０年度） 島根学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2019 島根学習センター 職員 勤務等記録簿（客員教員等） 勤務等記録簿（客員教員等）（平成３１年度） 島根学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2015 島根学習センター 会計 金種内訳 金種内訳（平成２７年度） 島根学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2016 島根学習センター 会計 金種内訳 金種内訳（平成２８年度） 島根学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2017 島根学習センター 会計 金種内訳 金種内訳（平成２９年度） 島根学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2018 島根学習センター 会計 金種内訳 金種内訳（平成３０年度） 島根学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2019 島根学習センター 会計 金種内訳 金種内訳（平成３１年度） 島根学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2010 島根学習センター 会計 金種表（前渡資金・出納員） 金種表（前渡資金・出納員）（平成２２年度） 島根学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2011 島根学習センター 会計 金種表（前渡資金・出納員） 金種表（前渡資金・出納員）（平成２３年度） 島根学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2012 島根学習センター 会計 金種表（前渡資金・出納員） 金種表（前渡資金・出納員）（平成２４年度） 島根学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2013 島根学習センター 会計 金種表（前渡資金・出納員） 金種表（前渡資金・出納員）（平成２５年度） 島根学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2014 島根学習センター 会計 金種表（前渡資金・出納員） 金種表（前渡資金・出納員）（平成２６年度） 島根学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2015 島根学習センター 会計 契約・承認（島根学習センター） 契約・承認（島根学習センター）(平成２７年度） 島根学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2016 島根学習センター 会計 契約・承認（島根学習センター） 契約・承認（島根学習センター）(平成２８年度） 島根学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2017 島根学習センター 会計 契約・承認（島根学習センター） 契約・承認（島根学習センター）(平成２９年度） 島根学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2018 島根学習センター 会計 契約・承認（島根学習センター） 契約・承認（島根学習センター）(平成３０年度） 島根学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2019 島根学習センター 会計 契約・承認（島根学習センター） 契約・承認（島根学習センター）(平成３１年度） 島根学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2010 島根学習センター 会計 契約・承認（島根学習センター） 契約・承認（学習センター）（平成22年度） 島根学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2011 島根学習センター 会計 契約・承認（島根学習センター） 契約・承認（学習センター）（平成２３年度） 島根学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2012 島根学習センター 会計 契約・承認（島根学習センター） 契約・承認（学習センター）（平成２４年度） 島根学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2013 島根学習センター 会計 契約・承認（島根学習センター） 契約・承認（学習センター）（平成２５年度） 島根学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2014 島根学習センター 会計 契約・承認（島根学習センター） 契約・承認（学習センター）（平成２６年度） 島根学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2012 島根学習センター 会計 契約・承認 契約・承認（平成２４年度） 島根学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2013 島根学習センター 会計 契約・承認 契約・承認（平成２５年度） 島根学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2017 島根学習センター 会計 契約・承認 契約・承認(平成２９年度） 島根学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2018 島根学習センター 会計 契約・承認 契約・承認(平成３０年度） 島根学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2019 島根学習センター 会計 契約・承認 契約・承認(平成３１年度） 島根学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2015 島根学習センター 会計 現金出納簿 現金出納簿(平成２７年度） 島根学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2016 島根学習センター 会計 現金出納簿 現金出納簿(平成2８年度） 島根学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2017 島根学習センター 会計 現金出納簿 現金出納簿(平成2９年度） 島根学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2018 島根学習センター 会計 現金出納簿 現金出納簿(平成３０年度） 島根学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2019 島根学習センター 会計 現金出納簿 現金出納簿(平成３１年度） 島根学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2015 島根学習センター 庶務 公印使用簿 公印使用簿（平成２７年度） 島根学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2016 島根学習センター 庶務 公印使用簿 公印使用簿（平成２８年度） 島根学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2017 島根学習センター 庶務 公印使用簿 公印使用簿（平成２９年度） 島根学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2018 島根学習センター 庶務 公印使用簿 公印使用簿（平成３０年度） 島根学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2019 島根学習センター 庶務 公印使用簿 公印使用簿（平成３１年度） 島根学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2015 島根学習センター 広報 公開講演会 公開講座（平成２７年度） 島根学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2016 島根学習センター 広報 公開講演会 公開講座（平成２８年度） 島根学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2017 島根学習センター 広報 公開講演会 公開講座（平成２９年度） 島根学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
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措置結果
2018 島根学習センター 広報 公開講演会 公開講座（平成３０年度） 島根学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2019 島根学習センター 広報 公開講演会 公開講座（平成３１年度） 島根学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2015 島根学習センター 広報 広報一般 広報一般（平成２７年度） 島根学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2016 島根学習センター 広報 広報一般 広報一般（平成２８年度） 島根学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2017 島根学習センター 広報 広報一般 広報一般（平成２9年度） 島根学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2018 島根学習センター 広報 広報一般 広報一般（平成３０年度） 島根学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2019 島根学習センター 広報 広報一般 広報一般（平成３１年度） 島根学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2016 島根学習センター 広報 広報一般 広報一般（夏季集中科目）（平成２８年度） 島根学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2017 島根学習センター 広報 広報一般 広報一般（夏季集中科目）（平成２９年度） 島根学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2018 島根学習センター 広報 広報一般 広報一般（夏季集中科目）（平成30年度） 島根学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2019 島根学習センター 広報 広報一般 広報一般（夏季集中科目）（平成３１年度） 島根学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2015 島根学習センター 広報 広報訪問計画及び復命書 広報活動復命書綴り（平成２７年度） 島根学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2016 島根学習センター 広報 広報訪問計画及び復命書 広報活動復命書綴り（平成２８年度） 島根学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2017 島根学習センター 広報 広報訪問計画及び復命書 広報活動復命書綴り（平成２９年度） 島根学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2018 島根学習センター 広報 広報訪問計画及び復命書 広報活動復命書綴り（平成３０年度） 島根学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2019 島根学習センター 広報 広報訪問計画及び復命書 広報活動復命書綴り（平成３１年度） 島根学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2012 島根学習センター 会計 債務計上票・購入依頼書 債務計上票・購入依頼書（平成２４年度） 島根学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2013 島根学習センター 会計 債務計上票・購入依頼書 債務計上票・購入依頼書（平成２５年度） 島根学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2014 島根学習センター 会計 債務計上票・購入依頼書 債務計上票・購入依頼書（平成２６年度） 島根学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2015 島根学習センター 会計 債務計上票・購入依頼書 債務計上票・購入依頼書（平成２７年度） 島根学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2016 島根学習センター 会計 債務計上票・購入依頼書 債務計上票・購入依頼書（平成２８年度） 島根学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2017 島根学習センター 会計 債務計上票・購入依頼書 債務計上票・購入依頼書（平成２９年度） 島根学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2018 島根学習センター 会計 債務計上票・購入依頼書 債務計上票・購入依頼書（平成３０年度） 島根学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2019 島根学習センター 会計 債務計上票・購入依頼書 債務計上票・購入依頼書（平成３１年度） 島根学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2016 島根学習センター 人事 採用・退職時提出書類 本部提出書類（平成２８年度） 島根学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2017 島根学習センター 人事 採用・退職時提出書類 本部提出書類（平成２９年度） 島根学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2018 島根学習センター 人事 採用・退職時提出書類 本部提出書類（平成３０年度） 島根学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2019 島根学習センター 人事 採用・退職時提出書類 本部提出書類（平成３１年度） 島根学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2016 島根学習センター 図書・視聴 雑誌受入カード 雑誌受入カード（平成２８年度） 島根学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2017 島根学習センター 図書・視聴 雑誌受入カード 雑誌受入カード（平成２９年度） 島根学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2018 島根学習センター 図書・視聴 雑誌受入カード 雑誌受入カード（平成３０年度） 島根学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2019 島根学習センター 図書・視聴 雑誌受入カード 雑誌受入カード（平成３１年度） 島根学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2010 島根学習センター 会計 支払伝票 支払伝票（平成２２年度） 島根学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2011 島根学習センター 会計 支払伝票 支払伝票（平成２３年度） 島根学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2012 島根学習センター 会計 支払伝票 支払伝票（平成２４年度） 島根学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2010 島根学習センター 会計 資金集中 資金集中（平成２２年度） 島根学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2011 島根学習センター 会計 資金集中 資金集中（平成２３年度） 島根学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2012 島根学習センター 会計 資金集中 資金集中（平成２４年度） 島根学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2013 島根学習センター 会計 資金集中 資金集中（平成２５年度） 島根学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2014 島根学習センター 会計 資金集中 資金集中（平成２６年度） 島根学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2017 島根学習センター 会計 資金集中 資金集中（平成２６年度） 島根学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2010 島根学習センター 会計 資金前渡主任業務 資金前渡主任業務（平成２２年度） 島根学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2011 島根学習センター 会計 資金前渡主任業務 資金前渡主任業務（平成２３年度） 島根学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2012 島根学習センター 会計 資金前渡主任業務 資金前渡主任業務（平成２４年度） 島根学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
1996 島根学習センター 式典 事務所開き 事務所開き（平成８年度） 島根学習センター事務長 1997/4/1 無期限 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2017 島根学習センター 職員 時間外労働集計簿 時間外労働集計簿（平成２９年度） 島根学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2018 島根学習センター 職員 時間外労働集計簿 時間外労働集計簿（平成３０年度） 島根学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2019 島根学習センター 職員 時間外労働集計簿 時間外労働集計簿（平成３１年度） 島根学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2015 島根学習センター 庶務 自家用車業務使用登録申請書 自家用車業務使用登録申請書（平成２０～２７年度） 島根学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2016 島根学習センター 庶務 自家用車業務使用登録申請書 自家用車業務使用登録申請書（平成２８年度） 島根学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2017 島根学習センター 庶務 自家用車業務使用登録申請書 自家用車業務使用登録申請書（平成２９年度） 島根学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2018 島根学習センター 庶務 自家用車業務使用登録申請書 自家用車業務使用登録申請書（平成３０年度） 島根学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2019 島根学習センター 庶務 自家用車業務使用登録申請書 自家用車業務使用登録申請書（平成３１年度） 島根学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2015 島根学習センター 広報 集団入学 集団入学（平成２７年度） 島根学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2016 島根学習センター 広報 集団入学 集団入学（平成２８年度） 島根学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2017 島根学習センター 広報 集団入学 集団入学（平成２９年度） 島根学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2018 島根学習センター 広報 集団入学 集団入学（平成３０年度） 島根学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2019 島根学習センター 広報 集団入学 集団入学（平成３１年度） 島根学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2017 島根学習センター 職員 出勤計画表 出勤計画表（平成２９年度） 島根学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2018 島根学習センター 職員 出勤計画表 出勤計画表（平成３０年度） 島根学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2019 島根学習センター 職員 出勤計画表 出勤計画表（平成３１年度） 島根学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2017 島根学習センター 職員 出勤簿 出勤簿（平成２９年度） 島根学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2018 島根学習センター 職員 出勤簿 出勤簿（平成３０年度） 島根学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2019 島根学習センター 職員 出勤簿 出勤簿（平成３１年度） 島根学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2010 島根学習センター 会計 出納員業務 出納員業務（平成２２年度） 島根学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2011 島根学習センター 会計 出納員業務 出納員業務（平成２３年度） 島根学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2012 島根学習センター 会計 出納員業務 出納員業務（平成２４年度） 島根学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2013 島根学習センター 会計 出納員業務 出納員業務（平成２５年度） 島根学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2014 島根学習センター 会計 出納員業務 出納員業務（平成２６年度） 島根学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
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措置結果
2015 島根学習センター 会計 出納員業務 出納員業務（平成２７年度） 島根学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2016 島根学習センター 会計 出納員業務 出納員業務（平成２８年度） 島根学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2017 島根学習センター 会計 出納員業務 出納員業務（平成２９年度） 島根学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2018 島根学習センター 会計 出納員業務 出納員業務（平成３０年度） 島根学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2019 島根学習センター 会計 出納員業務 出納員業務（平成３１年度） 島根学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2017 島根学習センター 職員 諸手当関係 諸手当関係（平成２９年度） 島根学習センター事務長 2018/4/1 3年（支給喪失から） 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2018 島根学習センター 職員 諸手当関係 諸手当関係（平成３０年度） 島根学習センター事務長 2019/4/1 3年（支給喪失から） 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2019 島根学習センター 職員 諸手当関係 諸手当関係（平成３１年度） 島根学習センター事務長 2020/4/1 3年（支給喪失から） 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2015 島根学習センター 学生関係 奨学生 奨学生関係（平成２７年度） 島根学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2016 島根学習センター 学生関係 奨学生 奨学生関係（平成２８年度） 島根学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2017 島根学習センター 学生関係 奨学生 奨学生関係（平成２９年度） 島根学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2018 島根学習センター 学生関係 奨学生 奨学生関係（平成３０年度） 島根学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2019 島根学習センター 学生関係 奨学生 奨学生関係（平成３１年度） 島根学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2017 島根学習センター 会計 常備品残高報告書 常備品残高報告書（平成２９年度） 島根学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2018 島根学習センター 会計 常備品残高報告書 常備品残高報告書（平成３０年度） 島根学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2019 島根学習センター 会計 常備品残高報告書 常備品残高報告書（平成３１年度） 島根学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2012 島根学習センター 職員 職員研修・出張命令復命書 職員研修・出張命令復命書（平成２４年度） 島根学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2013 島根学習センター 職員 職員研修・出張命令復命書 職員研修・出張命令復命書（平成２５年度） 島根学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2014 島根学習センター 職員 職員研修・出張命令復命書 職員研修・出張命令復命書（平成２６年度） 島根学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2015 島根学習センター 職員 職員研修・出張命令復命書 職員研修・出張命令復命書（平成２７年度） 島根学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2016 島根学習センター 職員 職員研修・出張命令復命書 職員研修・出張命令復命書（平成２８年度） 島根学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2017 島根学習センター 職員 職員研修・出張命令復命書 職員研修・出張命令復命書（平成２９年度） 島根学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2018 島根学習センター 職員 職員研修・出張命令復命書 職員研修・出張命令復命書（平成３０年度） 島根学習センター事務長 2019/4/1 10年 2028/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2019 島根学習センター 職員 職員研修・出張命令復命書 職員研修・出張命令復命書（平成３１年度） 島根学習センター事務長 2020/4/1 10年 2028/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2015 島根学習センター 学生関係 身体に障害を有することによる特別措置 身体に障害を有することによる特別措置（平成２７年度） 島根学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2016 島根学習センター 学生関係 身体に障害を有することによる特別措置 身体に障害を有することによる特別措置（平成２８年度） 島根学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2017 島根学習センター 学生関係 身体に障害を有することによる特別措置 身体に障害を有することによる特別措置（平成２９年度） 島根学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2018 島根学習センター 学生関係 身体に障害を有することによる特別措置 身体に障害を有することによる特別措置（平成３０年度） 島根学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2019 島根学習センター 学生関係 身体に障害を有することによる特別措置 身体に障害を有することによる特別措置（平成３１年度） 島根学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2015 島根学習センター 人事 人事（採用） 人事（採用） 島根学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2016 島根学習センター 人事 人事（採用） 人事（採用） 島根学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2017 島根学習センター 人事 人事（採用） 人事（採用） 島根学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2018 島根学習センター 人事 人事（採用） 人事（採用） 島根学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2019 島根学習センター 人事 人事（採用） 人事（採用） 島根学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2017 島根学習センター 図書・視聴 図書業務 図書業務（平成２９年度） 島根学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2018 島根学習センター 図書・視聴 図書業務 図書業務（平成３０年度） 島根学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2019 島根学習センター 図書・視聴 図書業務 図書業務（平成３１年度） 島根学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2017 島根学習センター 図書・視聴 図書利用願 図書利用願（平成２９年度） 島根学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2018 島根学習センター 図書・視聴 図書利用願 図書利用願（平成３０年度） 島根学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2019 島根学習センター 図書・視聴 図書利用願 図書利用願（平成３１年度） 島根学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2010 島根学習センター 会計 前渡資金出納簿 出納員現金・前渡資金出納簿（平成２２年度） 島根学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2011 島根学習センター 会計 前渡資金出納簿 出納員現金・前渡資金出納簿（平成２３年度） 島根学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2012 島根学習センター 会計 前渡資金出納簿 出納員現金・前渡資金出納簿（平成２４年度） 島根学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2013 島根学習センター 会計 前渡資金出納簿 出納員現金・前渡資金出納簿（平成２５年度） 島根学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2014 島根学習センター 会計 前渡資金出納簿 出納員現金・前渡資金出納簿（平成２６年度） 島根学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2015 島根学習センター 会計 前渡資金出納簿 前渡資金出納簿（平成２７年度） 島根学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2016 島根学習センター 会計 前渡資金出納簿 前渡資金出納簿（平成２８年度） 島根学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2017 島根学習センター 会計 前渡資金出納簿 前渡資金出納簿（平成２９年度） 島根学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2018 島根学習センター 会計 前渡資金出納簿 前渡資金出納簿（平成３０年度） 島根学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2019 島根学習センター 会計 前渡資金出納簿 前渡資金出納簿（平成３１年度） 島根学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2010 島根学習センター 会計 前渡資金精算書 前渡資金精算書・支払済報告書・返納書（平成２２年度） 島根学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2011 島根学習センター 会計 前渡資金精算書 前渡資金精算書・支払済報告書・返納書（平成２３年度） 島根学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2012 島根学習センター 会計 前渡資金精算書 前渡資金精算書・支払済報告書・返納書（平成２４年度） 島根学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2013 島根学習センター 会計 前渡資金精算書 前渡資金精算書・返納書・購入依頼書・振替伝票（平成２５年度） 島根学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2014 島根学習センター 会計 前渡資金精算書 前渡資金精算書・返納書・購入依頼書・振替伝票（平成２６年度） 島根学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2015 島根学習センター 会計 前渡資金精算書 前渡資金精算書・返納書・購入依頼書・振替伝票（平成２７年度） 島根学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2016 島根学習センター 会計 前渡資金精算書 前渡資金精算書・返納書・購入依頼書・振替伝票（平成２８年度） 島根学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2017 島根学習センター 会計 前渡資金精算書 前渡資金精算書（平成２９年度） 島根学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2018 島根学習センター 会計 前渡資金精算書 前渡資金精算書（平成３０年度） 島根学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2019 島根学習センター 会計 前渡資金精算書 前渡資金精算書（平成３１年度） 島根学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2010 島根学習センター 会計 前渡資金要求書 前渡資金要求書（平成２２年度） 島根学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2011 島根学習センター 会計 前渡資金要求書 前渡資金要求書（平成２３年度） 島根学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2012 島根学習センター 会計 前渡資金要求書 前渡資金要求書（平成２４年度） 島根学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2013 島根学習センター 会計 前渡資金要求書 前渡資金要求書（平成２５年度） 島根学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2014 島根学習センター 会計 前渡資金要求書 前渡資金要求書（平成２６年度） 島根学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2015 島根学習センター 会計 前渡資金要求書 前渡資金要求書（平成２７年度） 島根学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2016 島根学習センター 会計 前渡資金要求書 前渡資金要求書（平成２８年度） 島根学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2017 島根学習センター 会計 前渡資金要求書 前渡資金要求書（平成２９年度） 島根学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2018 島根学習センター 会計 前渡資金要求書 前渡資金要求書（平成３０年度） 島根学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
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措置結果
2019 島根学習センター 会計 前渡資金要求書 前渡資金要求書（平成３１年度） 島根学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2017 島根学習センター 図書・視聴 窓口業務関係統計 窓口業務関係統計（平成２９年度） 島根学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2018 島根学習センター 図書・視聴 窓口業務関係統計 窓口業務関係統計（平成３０年度） 島根学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2019 島根学習センター 図書・視聴 窓口業務関係統計 窓口業務関係統計（平成３１年度） 島根学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2015 島根学習センター 庶務 総務 総務（報告･報告含む）（平成２７年度） 島根学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2016 島根学習センター 庶務 総務 総務（報告･報告含む）（平成２８年度） 島根学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2017 島根学習センター 庶務 総務 総務（報告･報告含む）（平成２９年度） 島根学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2018 島根学習センター 庶務 総務 総務（報告･報告含む）（平成３０年度） 島根学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2019 島根学習センター 庶務 総務 総務（報告･報告含む）（平成３１年度） 島根学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2015 島根学習センター 入試 大学院修士全科生入学者選考関係綴 大学院修士全科生入学者選考関係綴（平成２７年度） 島根学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2016 島根学習センター 入試 大学院修士全科生入学者選考関係綴 大学院修士全科生入学者選考関係綴（平成２８年度） 島根学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2017 島根学習センター 入試 大学院修士全科生入学者選考関係綴 大学院修士全科生入学者選考関係綴（平成２９年度） 島根学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2018 島根学習センター 入試 大学院修士全科生入学者選考関係綴 大学院修士全科生及び博士全科生入学者選考関係綴（平成３０年度） 島根学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2019 島根学習センター 入試 大学院修士全科生入学者選考関係綴 大学院修士全科生及び博士全科生入学者選考関係綴（平成３１年度） 島根学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2017 島根学習センター 教務関係 単位互換・連携協力 単位互換・連携協力（平成２９年度） 島根学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2018 島根学習センター 教務関係 単位互換・連携協力 単位互換・連携協力（平成３０年度） 島根学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2019 島根学習センター 教務関係 単位互換・連携協力 単位互換・連携協力（平成３１年度） 島根学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2015 島根学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験 単位認定試験（平成２７年度） 島根学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2016 島根学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験 単位認定試験（平成２８年度） 島根学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2017 島根学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験 単位認定試験（平成２９年度） 島根学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2018 島根学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験 単位認定試験（平成３０年度） 島根学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2019 島根学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験 単位認定試験（平成３１年度） 島根学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2017 島根学習センター 会計 通信費・光熱水料 光熱水料報告（平成２９年度） 島根学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2018 島根学習センター 会計 通信費・光熱水料 光熱水料報告（平成３０年度） 島根学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2019 島根学習センター 会計 通信費・光熱水料 光熱水料報告（平成３１年度） 島根学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2012 島根学習センター 庶務 島根学習センター概要 島根学習センター概要（保存用） 島根学習センター事務長 2013/4/1 無期限 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2012 島根学習センター 広報 島根学習センター発行物（保存用） 島根学習センター発行物（保存用） 島根学習センター事務長 2013/4/1 無期限 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2012 島根学習センター 庶務 島根学習センター利用の手引 島根学習センター利用の手引 島根学習センター事務長 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2015 島根学習センター 学生関係 島根同窓会 島根同窓会 島根学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2016 島根学習センター 学生関係 島根同窓会 島根同窓会 島根学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2017 島根学習センター 学生関係 島根同窓会 島根同窓会 島根学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2018 島根学習センター 学生関係 島根同窓会 島根同窓会 島根学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2019 島根学習センター 学生関係 島根同窓会 島根同窓会 島根学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2010 島根学習センター 式典 入学者の集い及び卒業証書授与式 入学者の集い及び卒業証書授与式（平成２２年度） 島根学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2011 島根学習センター 式典 入学者の集い及び卒業証書授与式 入学者の集い及び卒業証書授与式（平成２３年度） 島根学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2012 島根学習センター 式典 入学者の集い及び卒業証書授与式 入学者の集い及び卒業証書授与式（平成２４年度） 島根学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2013 島根学習センター 式典 入学者の集い及び卒業証書授与式 入学者の集い及び卒業証書授与式（平成２５年度） 島根学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2014 島根学習センター 式典 入学者の集い及び卒業証書授与式 入学者の集い及び卒業証書授与式（平成２６年度） 島根学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2015 島根学習センター 式典 入学者の集い及び卒業証書授与式 入学者の集い及び卒業証書授与式（平成２７年度） 島根学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2016 島根学習センター 式典 入学者の集い及び卒業証書授与式 入学者の集い及び卒業証書授与式（平成２８年度） 島根学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2017 島根学習センター 式典 入学者の集い及び卒業証書授与式 入学者の集い及び卒業証書授与式（平成２９年度） 島根学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2018 島根学習センター 式典 入学者の集い及び卒業証書授与式 入学者の集い及び卒業証書授与式（平成３０年度） 島根学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2019 島根学習センター 式典 入学者の集い及び卒業証書授与式 入学者の集い及び卒業証書授与式（平成３１年度） 島根学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2015 島根学習センター 広報 入学説明会・相談会 入学説明会・相談会（平成２７年度） 島根学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2016 島根学習センター 広報 入学説明会・相談会 入学説明会・相談会（平成２８年度） 島根学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2017 島根学習センター 広報 入学説明会・相談会 入学説明会・相談会（平成２９年度） 島根学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2018 島根学習センター 広報 入学説明会・相談会 入学説明会・相談会（平成３０年度） 島根学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2019 島根学習センター 広報 入学説明会・相談会 入学説明会・相談会（平成３１年度） 島根学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2017 島根学習センター 学生関係 浜田放送大学コーナー 浜田コーナー（平成２９年度） 島根学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2018 島根学習センター 学生関係 浜田放送大学コーナー 浜田コーナー（平成３０年度） 島根学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2019 島根学習センター 学生関係 浜田放送大学コーナー 浜田コーナー（平成３１年度） 島根学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2017 島根学習センター 職員 福利厚生 福利厚生（平成２９年度） 島根学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2018 島根学習センター 職員 福利厚生 福利厚生（平成３０年度） 島根学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2019 島根学習センター 職員 福利厚生 福利厚生（平成３１年度） 島根学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2010 島根学習センター 庶務 物品供用簿 物品供用簿（平成２２年度） 島根学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2011 島根学習センター 庶務 物品供用簿 物品供用簿（平成２３年度） 島根学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2012 島根学習センター 庶務 物品供用簿 物品供用簿（平成２４年度） 島根学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2013 島根学習センター 庶務 物品供用簿 物品供用簿（平成２５年度） 島根学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2014 島根学習センター 庶務 物品供用簿 物品供用簿（平成２６年度） 島根学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2015 島根学習センター 庶務 物品供用簿 物品供用簿（平成２７年度） 島根学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2016 島根学習センター 庶務 物品供用簿 物品供用簿（平成２８年度） 島根学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2017 島根学習センター 庶務 物品供用簿 物品供用簿（平成２９年度） 島根学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2018 島根学習センター 庶務 物品供用簿 物品供用簿（平成３０年度） 島根学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2019 島根学習センター 庶務 物品供用簿 物品供用簿（平成３１年度） 島根学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2010 島根学習センター 会計 物品取得及び修繕（役務）請求書 物品取得及び修繕（役務）請求書（平成２２年度） 島根学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2011 島根学習センター 会計 物品取得及び修繕（役務）請求書 物品取得及び修繕（役務）請求書（平成２３年度） 島根学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2019 島根学習センター 庶務 文書掲示等 文書掲示等（平成３１年度） 島根学習センター事務長 2020/4/1 1年 2021/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2015 島根学習センター 庶務 文書処理・管理 文書処理・管理（平成２７年度） 島根学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2016 島根学習センター 庶務 文書処理・管理 文書処理・管理（平成２８年度） 島根学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
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2017 島根学習センター 庶務 文書処理・管理 文書処理・管理（平成２９年度） 島根学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2018 島根学習センター 庶務 文書処理・管理 文書処理・管理（平成３０年度） 島根学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2019 島根学習センター 庶務 文書処理・管理 文書処理・管理（平成３１年度） 島根学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2010 島根学習センター 学生関係 編入学 編入学（平成２２年度） 島根学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2010 島根学習センター 学生関係 編入学による既修得単位認定表 編入学による既修得単位認定表（平成２２年度） 島根学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2011 島根学習センター 学生関係 編入学による既修得単位認定表 編入学による既修得単位認定表（平成２３年度） 島根学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2012 島根学習センター 学生関係 編入学による既修得単位認定表 編入学による既修得単位認定表（平成２４年度） 島根学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2013 島根学習センター 学生関係 編入学による既修得単位認定表 編入学による既修得単位認定表（平成２５年度） 島根学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2017 島根学習センター 図書・視聴 放送教材・印刷教材 放送教材・印刷教材（平成２９年度） 島根学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2018 島根学習センター 図書・視聴 放送教材・印刷教材 放送教材・印刷教材（平成３０年度） 島根学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2019 島根学習センター 図書・視聴 放送教材・印刷教材 放送教材・印刷教材（平成３１年度） 島根学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2017 島根学習センター 図書・視聴 放送教材貸出申込書 放送教材貸出申込書（平成２９年度） 島根学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2018 島根学習センター 図書・視聴 放送教材貸出申込書 放送教材貸出申込書（平成３０年度） 島根学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2019 島根学習センター 図書・視聴 放送教材貸出申込書 放送教材貸出申込書（平成３１年度） 島根学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
1999 島根学習センター 学生関係 放送大学コーナー 放送大学コーナー（平成１１年度） 島根学習センター事務長 2000/4/1 30年 2030/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2000 島根学習センター 学生関係 放送大学コーナー 放送大学コーナー（平成１２年度） 島根学習センター事務長 2001/4/1 30年 2031/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2001 島根学習センター 学生関係 放送大学コーナー 放送大学コーナー（平成１３年度） 島根学習センター事務長 2002/4/1 30年 2032/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2015 島根学習センター 広報 無料広報誌掲載 無料広報誌掲載（平成２７年度） 島根学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2016 島根学習センター 広報 無料広報誌掲載 無料広報誌掲載（平成２８年度） 島根学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2017 島根学習センター 広報 無料広報誌掲載 無料広報誌掲載（平成２９年度） 島根学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2018 島根学習センター 広報 無料広報誌掲載 無料広報誌掲載（平成３０年度） 島根学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2019 島根学習センター 広報 無料広報誌掲載 無料広報誌掲載（平成３１年度） 島根学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2015 島根学習センター 面接授業 面接授業 面接授業（平成２７年度） 島根学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2016 島根学習センター 面接授業 面接授業 面接授業（平成２８年度） 島根学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2017 島根学習センター 面接授業 面接授業 面接授業（平成２９年度） 島根学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2018 島根学習センター 面接授業 面接授業 面接授業（平成３０年度） 島根学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2019 島根学習センター 面接授業 面接授業 面接授業（平成３１年度） 島根学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2015 島根学習センター 面接授業 面接授業　変更・訂正 面接授業　変更・訂正（平成２７年度） 島根学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2019 島根学習センター 面接授業 面接授業　変更・訂正 面接授業　変更・訂正（平成３１年度） 島根学習センター事務長 2020/4/1 1年 2021/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2015 島根学習センター 広報 有料広告 有料広告（平成２７年度） 島根学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2016 島根学習センター 広報 有料広告 有料広告（平成２８年度） 島根学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2017 島根学習センター 広報 有料広告 有料広告（平成２９年度） 島根学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2018 島根学習センター 広報 有料広告 有料広告（平成３０年度） 島根学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2019 島根学習センター 広報 有料広告 有料広告（平成３１年度） 島根学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2010 島根学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等受払簿（平成２２年度） 島根学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2011 島根学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等受払簿（平成２３年度） 島根学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2012 島根学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等受払簿（平成２４年度） 島根学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2013 島根学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等受払簿（平成２５年度） 島根学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2014 島根学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等受払簿（平成２６年度） 島根学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2015 島根学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等受払簿（平成２７年度） 島根学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2016 島根学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等受払簿（平成２８年度） 島根学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2017 島根学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等受払簿（平成２９年度） 島根学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2018 島根学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等受払簿（平成３０年度） 島根学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2019 島根学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等受払簿（平成３１年度） 島根学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2010 島根学習センター 会計 予算示達書・予算執行計画書 予算示達書・予算執行計画書（平成２２年度） 島根学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2011 島根学習センター 会計 予算示達書・予算執行計画書 予算示達書・予算執行計画書（平成２３年度） 島根学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2012 島根学習センター 会計 予算示達書・予算執行計画書 予算示達書・予算執行計画書（平成２４年度） 島根学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2013 島根学習センター 会計 予算示達書・予算執行計画書 予算示達書・予算執行計画書（平成２５年度） 島根学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2014 島根学習センター 会計 予算示達書・予算執行計画書 予算示達書・予算執行計画書（平成２６年度） 島根学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2015 島根学習センター 会計 予算示達書・予算執行計画書 予算示達書・予算執行計画書（平成２７年度） 島根学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2016 島根学習センター 会計 予算示達書・予算執行計画書 予算示達書・予算執行計画書（平成２８年度） 島根学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2017 島根学習センター 会計 予算示達書・予算執行計画書 予算示達書・予算執行計画書（平成２９年度） 島根学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2018 島根学習センター 会計 予算示達書・予算執行計画書 予算示達書・予算執行計画書（平成３０年度） 島根学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2019 島根学習センター 会計 予算示達書・予算執行計画書 予算示達書・予算執行計画書（平成３１年度） 島根学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2017 島根学習センター 庶務 利用の手引 利用の手引（平成２９年度） 島根学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2018 島根学習センター 庶務 利用の手引 利用の手引（平成３０年度） 島根学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2019 島根学習センター 庶務 利用の手引 利用の手引（平成３１年度） 島根学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2010 島根学習センター 庶務 旅費・外勤交通費 旅費・外勤交通費（平成２２年度） 島根学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2011 島根学習センター 庶務 旅費・外勤交通費 旅費・外勤交通費（平成２３年度） 島根学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2012 島根学習センター 庶務 旅費・外勤交通費 旅費・外勤交通費（平成２４年度） 島根学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2013 島根学習センター 庶務 旅費・外勤交通費 旅費・外勤交通費（平成２5年度） 島根学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2014 島根学習センター 庶務 旅費・外勤交通費 旅費・外勤交通費（平成２6年度） 島根学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2015 島根学習センター 庶務 旅費・外勤交通費 旅費・外勤交通費（平成２７年度） 島根学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2016 島根学習センター 庶務 旅費・外勤交通費 旅費・外勤交通費（平成２８年度） 島根学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2017 島根学習センター 庶務 旅費・外勤交通費 旅費・外勤交通費（平成２９年度） 島根学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2018 島根学習センター 庶務 旅費・外勤交通費 旅費・外勤交通費（平成３０年度） 島根学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2019 島根学習センター 庶務 旅費・外勤交通費 旅費・外勤交通費（平成３１年度） 島根学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2018 島根学習センター 人事 兼業に関するもの 兼業に関するもの（平成３０年度） 島根学習センター事務長 2019/4/1 ３年（兼業終了後） 2022/3/31 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
2019 島根学習センター 人事 兼業に関するもの 兼業に関するもの（平成３１年度） 島根学習センター事務長 2020/4/1 ３年（兼業終了後） 紙 島根学習センター 島根学習センター事務長 廃棄
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措置結果
2010 岡山学習センター 式典 入学者の集い 入学者の集い（平成22年度） 岡山学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 総務 廃棄
2011 岡山学習センター 式典 入学者の集い 入学者の集い（平成23年度） 岡山学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 総務 廃棄
2012 岡山学習センター 式典 入学者の集い 入学者の集い（平成24年度） 岡山学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 総務 廃棄
2013 岡山学習センター 式典 入学者の集い 入学者の集い（平成25年度） 岡山学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 総務 廃棄
2014 岡山学習センター 式典 入学者の集い 入学者の集い（平成26年度） 岡山学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 総務 廃棄
2015 岡山学習センター 式典 入学者の集い 入学者の集い（平成27年度） 岡山学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 総務 廃棄
2016 岡山学習センター 式典 入学者の集い 入学者の集い（平成28年度） 岡山学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 総務 廃棄
2017 岡山学習センター 式典 入学者の集い 入学者の集い（平成29年度） 岡山学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 総務 廃棄
2018 岡山学習センター 式典 入学者の集い 入学者の集い（平成30年度） 岡山学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 総務 廃棄
2019 岡山学習センター 式典 入学者の集い 入学者の集い（令和元年度） 岡山学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 総務 廃棄
2010 岡山学習センター 式典 卒業証書・学位記伝達式関係 卒業証書・学位記伝達式関係（平成22年度） 岡山学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 総務 廃棄
2011 岡山学習センター 式典 卒業証書・学位記伝達式関係 卒業証書・学位記伝達式関係（平成23年度） 岡山学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 総務 廃棄
2012 岡山学習センター 式典 卒業証書・学位記伝達式関係 卒業証書・学位記伝達式関係（平成24年度） 岡山学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 総務 廃棄
2013 岡山学習センター 式典 卒業証書・学位記伝達式関係 卒業証書・学位記伝達式関係（平成25年度） 岡山学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 総務 廃棄
2014 岡山学習センター 式典 卒業証書・学位記伝達式関係 卒業証書・学位記伝達式関係（平成26年度） 岡山学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 総務 廃棄
2015 岡山学習センター 式典 卒業証書・学位記伝達式関係 卒業証書・学位記伝達式関係（平成27年度） 岡山学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 総務 廃棄
2016 岡山学習センター 式典 卒業証書・学位記伝達式関係 卒業証書・学位記伝達式関係（平成28年度） 岡山学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 総務 廃棄
2017 岡山学習センター 式典 卒業証書・学位記伝達式関係 卒業証書・学位記伝達式関係（平成29年度） 岡山学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 総務 廃棄
2018 岡山学習センター 式典 卒業証書・学位記伝達式関係 卒業証書・学位記伝達式関係（平成30年度） 岡山学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 総務 廃棄
2019 岡山学習センター 式典 卒業証書・学位記伝達式関係 卒業証書・学位記伝達式関係（令和元年度） 岡山学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 総務 廃棄
2011 岡山学習センター 管理運営 再視聴施設（津山教室）開設関係 再視聴施設（津山教室）開設関係 岡山学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 事務長 廃棄
2017 岡山学習センター 管理運営 監事による監査関係 監事による監査関係（平成29年度） 岡山学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 事務長 廃棄
2015 岡山学習センター 人事 客員教員任免関係 客員教員委嘱関係書類（平成27年度） 岡山学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 総務 廃棄
2016 岡山学習センター 人事 客員教員任免関係 客員教員委嘱関係書類（平成28年度） 岡山学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 総務 廃棄
2017 岡山学習センター 人事 客員教員任免関係 客員教員委嘱関係書類（平成29年度） 岡山学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 総務 廃棄
2018 岡山学習センター 人事 客員教員任免関係 客員教員委嘱関係書類（平成30年度） 岡山学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 総務 廃棄
2019 岡山学習センター 人事 客員教員任免関係 客員教員委嘱関係書類（令和元年度） 岡山学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 総務 廃棄
2015 岡山学習センター 人事 職員の任免関係 人事任免関係書類（平成27年度） 岡山学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 総務 廃棄
2016 岡山学習センター 人事 職員の任免関係 人事任免関係書類（平成28年度） 岡山学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 総務 廃棄
2017 岡山学習センター 人事 職員の任免関係 人事任免関係書類（平成29年度） 岡山学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 総務 廃棄
2018 岡山学習センター 人事 職員の任免関係 人事任免関係書類（平成30年度） 岡山学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 総務 廃棄
2019 岡山学習センター 人事 職員の任免関係 人事任免関係書類（令和元年度） 岡山学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 総務 廃棄
2015 岡山学習センター 人事 非常勤講師任免関係 面接授業非常勤講師委嘱関係書類（平成27年度） 岡山学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 総務 廃棄
2016 岡山学習センター 人事 非常勤講師任免関係 面接授業非常勤講師委嘱関係書類（平成28年度） 岡山学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 総務 廃棄
2017 岡山学習センター 人事 非常勤講師任免関係 面接授業非常勤講師委嘱関係書類（平成29年度） 岡山学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 総務 廃棄
2018 岡山学習センター 人事 非常勤講師任免関係 面接授業非常勤講師委嘱関係書類（平成30年度） 岡山学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 総務 廃棄
2019 岡山学習センター 人事 非常勤講師任免関係 面接授業非常勤講師委嘱関係書類（令和元年度） 岡山学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 総務 廃棄
2015 岡山学習センター 人事 身上調書 身上調書（平成27年度） 岡山学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 事務長 廃棄
2016 岡山学習センター 人事 身上調書 身上調書（平成28年度） 岡山学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 事務長 廃棄
2017 岡山学習センター 人事 身上調書 身上調書（平成29年度） 岡山学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 事務長 廃棄
2015 岡山学習センター 人事 人事に関する調査統計関係 人事に関する調査統計関係（平成27年度） 岡山学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 総務 廃棄
2016 岡山学習センター 人事 人事に関する調査統計関係 人事に関する調査統計関係（平成28年度） 岡山学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 総務 廃棄
2017 岡山学習センター 人事 人事に関する調査統計関係 人事に関する調査統計関係（平成29年度） 岡山学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 総務 廃棄
2015 岡山学習センター 広報 赤レンガフォーラム関係 赤レンガフォーラム関係（平成27年度） 岡山学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 学生サービス 廃棄
2016 岡山学習センター 広報 赤レンガフォーラム関係 赤レンガフォーラム関係（平成28年度） 岡山学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 学生サービス 廃棄
2017 岡山学習センター 広報 赤レンガフォーラム関係 赤レンガフォーラム関係（平成29年度） 岡山学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 学生サービス 廃棄
2018 岡山学習センター 広報 赤レンガフォーラム関係 赤レンガフォーラム関係(平成30年度) 岡山学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 学生サービス 廃棄
2019 岡山学習センター 広報 赤レンガフォーラム関係 赤レンガフォーラム関係(令和元年度) 岡山学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 学生サービス 廃棄
2015 岡山学習センター 広報 学生募集関係 学生募集関係（平成27年度） 岡山学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 広報 廃棄
2016 岡山学習センター 広報 学生募集関係 学生募集関係（平成28年度） 岡山学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 広報 廃棄
2017 岡山学習センター 広報 学生募集関係 学生募集関係（平成29年度） 岡山学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 広報 廃棄
2018 岡山学習センター 広報 学生募集関係 学生募集関係（平成30年度） 岡山学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 広報 廃棄
2019 岡山学習センター 広報 学生募集関係 学生募集関係（令和元年度） 岡山学習センター事務長 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 広報 廃棄
2015 岡山学習センター 広報 有料広告関係 有料広告関係（平成27年度） 岡山学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 広報 廃棄
2016 岡山学習センター 広報 有料広告関係 有料広告関係（平成28年度） 岡山学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 広報 廃棄
2017 岡山学習センター 広報 有料広告関係 有料広告関係（平成29年度） 岡山学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 広報 廃棄
2018 岡山学習センター 広報 有料広告関係 有料広告関係（平成30年度） 岡山学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 広報 廃棄
2019 岡山学習センター 広報 有料広告関係 有料広告関係（令和元年度） 岡山学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 広報 廃棄
2015 岡山学習センター 広報 学生募集要項発送関係 学生募集要項発送関係（平成27年度） 岡山学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 広報 廃棄
2016 岡山学習センター 広報 学生募集要項発送関係 学生募集要項発送関係（平成28年度） 岡山学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 広報 廃棄
2017 岡山学習センター 広報 学生募集要項発送関係 学生募集要項発送関係（平成29年度） 岡山学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 広報 廃棄
2018 岡山学習センター 広報 学生募集要項発送関係 学生募集要項発送関係（平成30年度） 岡山学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 広報 廃棄
2019 岡山学習センター 広報 学生募集要項発送関係 学生募集要項発送関係（令和元年度） 岡山学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 広報 廃棄
2015 岡山学習センター 広報 機関誌「赤レンガ」関係 機関誌「赤レンガ」関係（平成27年度） 岡山学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 総務 廃棄
2016 岡山学習センター 広報 機関誌「赤レンガ」関係 機関誌「赤レンガ」関係（平成28年度） 岡山学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 総務 廃棄
2017 岡山学習センター 広報 機関誌「赤レンガ」関係 機関誌「赤レンガ」関係（平成29年度） 岡山学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 総務 廃棄
2018 岡山学習センター 広報 機関誌「赤レンガ」関係 機関誌「赤レンガ」関係（平成30年度） 岡山学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 総務 廃棄
2019 岡山学習センター 広報 機関誌「赤レンガ」関係 機関誌「赤レンガ」関係（令和元年度） 岡山学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 総務 廃棄
2015 岡山学習センター 広報 特別セミナー関係 特別セミナー関係（平成27年度） 岡山学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 広報 廃棄
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2016 岡山学習センター 広報 特別セミナー関係 特別セミナー関係（平成28年度） 岡山学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 広報 廃棄
2017 岡山学習センター 広報 特別セミナー関係 特別セミナー関係（平成29年度） 岡山学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 広報 廃棄
2018 岡山学習センター 広報 特別セミナー・ミニゼミ関係 特別セミナー・ミニゼミ関係（平成30年度） 岡山学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 広報 廃棄
2019 岡山学習センター 広報 特別セミナー・ミニゼミ関係 特別セミナー・ミニゼミ関係（令和元年度） 岡山学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 広報 廃棄
2015 岡山学習センター 広報 特別講演会関係 特別講演会関係（平成27年度） 岡山学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 広報 廃棄
2016 岡山学習センター 広報 特別講演会関係 特別講演会関係（平成28年度） 岡山学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 広報 廃棄
2017 岡山学習センター 広報 特別講演会関係 特別講演会関係（平成29年度） 岡山学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 広報 廃棄
2018 岡山学習センター 広報 特別講演会関係 特別講演会関係（平成30年度） 岡山学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 広報 廃棄
2019 岡山学習センター 広報 特別講演会関係 特別講演会関係（令和元年度） 岡山学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 広報 廃棄
1996 岡山学習センター 庶務 公印簿 公印簿 岡山学習センター事務長 1997/4/1 30年 2027/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 総務 廃棄
2015 岡山学習センター 庶務 法人文書ファイル管理簿様式８号 法人文書ファイル管理簿様式８号（平成27年度） 岡山学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 総務 廃棄
2016 岡山学習センター 庶務 法人文書ファイル管理簿様式８号 法人文書ファイル管理簿様式８号（平成28年度） 岡山学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 総務 廃棄
2015 岡山学習センター 庶務 法人文書ファイル廃棄簿様式９号 法人文書ファイル廃棄簿様式９号（平成27年度） 岡山学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 総務 廃棄
2016 岡山学習センター 庶務 法人文書ファイル廃棄簿様式９号 法人文書ファイル廃棄簿様式９号（平成28年度） 岡山学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 総務 廃棄
2017 岡山学習センター 庶務 法人文書ファイル管理簿関係 法人文書ファイル管理簿関係（平成29年度） 岡山学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 総務 廃棄
2018 岡山学習センター 庶務 法人文書ファイル管理簿関係 法人文書ファイル管理簿関係（平成30年度） 岡山学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 総務 廃棄
2019 岡山学習センター 庶務 法人文書ファイル管理簿関係 法人文書ファイル管理簿関係（令和元年度） 岡山学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 総務 廃棄
2015 岡山学習センター 庶務 文書処理簿 文書処理簿（平成27年度） 岡山学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 総務 廃棄
2016 岡山学習センター 庶務 文書処理簿 文書処理簿（平成28年度） 岡山学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 総務 廃棄
2017 岡山学習センター 庶務 文書処理簿 文書処理簿（平成29年度） 岡山学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 総務 廃棄
2018 岡山学習センター 庶務 文書処理簿 文書処理簿（平成30年度） 岡山学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 総務 廃棄
2019 岡山学習センター 庶務 文書処理簿 文書処理簿（令和元年度） 岡山学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 総務 廃棄
2017 岡山学習センター 庶務 緊急連絡網体制関係 緊急連絡網体制関係（平成29年度） 岡山学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 総務 廃棄
2018 岡山学習センター 庶務 緊急連絡網体制関係 緊急連絡網体制関係（平成30年度） 岡山学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 総務 廃棄
2019 岡山学習センター 庶務 緊急連絡網体制関係 緊急連絡網体制関係（令和元年度） 岡山学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 総務 廃棄
2010 岡山学習センター 庶務 出張関係 旅行命令（依頼）簿（平成22年度） 岡山学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 総務 廃棄
2011 岡山学習センター 庶務 出張関係 旅行命令（依頼）簿（平成23年度） 岡山学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 総務 廃棄
2012 岡山学習センター 庶務 出張関係 旅行命令（依頼）簿（平成24年度） 岡山学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 総務 廃棄
2013 岡山学習センター 庶務 出張関係 旅行命令（依頼）簿（平成25年度） 岡山学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 総務 廃棄
2014 岡山学習センター 庶務 出張関係 旅行命令（依頼）簿（平成26年度） 岡山学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 総務 廃棄
2015 岡山学習センター 庶務 出張関係 旅行命令（依頼）簿（平成27年度） 岡山学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 総務 廃棄
2016 岡山学習センター 庶務 出張関係 旅行命令（依頼）簿（平成28年度） 岡山学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 総務 廃棄
2017 岡山学習センター 庶務 出張関係 旅行命令（依頼）簿・復命書・外勤交通費（平成29年度） 岡山学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 総務 廃棄
2018 岡山学習センター 庶務 出張関係 旅行命令（依頼）簿・復命書・外勤交通費（平成30年度） 岡山学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 総務 廃棄
2019 岡山学習センター 庶務 出張関係 旅行命令（依頼）簿・復命書・外勤交通費（令和元年度） 岡山学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 総務 廃棄
2010 岡山学習センター 庶務 出張関係 出張復命書（平成22年度） 岡山学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 総務 廃棄
2011 岡山学習センター 庶務 出張関係 出張復命書（平成23年度） 岡山学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 総務 廃棄
2012 岡山学習センター 庶務 出張関係 出張復命書（平成24年度） 岡山学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 総務 廃棄
2013 岡山学習センター 庶務 出張関係 出張復命書（平成25年度） 岡山学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 総務 廃棄
2014 岡山学習センター 庶務 出張関係 出張復命書（平成26年度） 岡山学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 総務 廃棄
2015 岡山学習センター 庶務 出張関係 出張復命書（平成27年度） 岡山学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 総務 廃棄
2016 岡山学習センター 庶務 出張関係 出張復命書（平成28年度） 岡山学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 総務 廃棄
2017 岡山学習センター 庶務 一般通知文書 一般通知文書（平成29年度） 岡山学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 総務 廃棄
2015 岡山学習センター 庶務 学習センタ－利用の手引き 学習センター利用の手引き（平成27年度） 岡山学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 総務 廃棄
2016 岡山学習センター 庶務 学習センタ－利用の手引き 学習センター利用の手引き（平成28年度） 岡山学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 総務 廃棄
2017 岡山学習センター 庶務 学習センタ－利用の手引き 学習センター利用の手引き（平成29年度） 岡山学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 総務 廃棄
2018 岡山学習センター 庶務 学習センタ－利用の手引き 学習センター利用の手引き（平成30年度） 岡山学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 総務 廃棄
2019 岡山学習センター 庶務 学習センタ－利用の手引き 学習センター利用の手引き（令和元年度） 岡山学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 総務 廃棄
2017 岡山学習センター 職員 週休日及び勤務時間の割振関係 休日・週休日振替及び勤務時間の割振変更簿（平成29年度） 岡山学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 総務 廃棄
2018 岡山学習センター 職員 週休日及び勤務時間の割振関係 休日・週休日振替及び勤務時間の割振変更簿（平成30年度） 岡山学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 総務 廃棄
2019 岡山学習センター 職員 週休日及び勤務時間の割振関係 休日・週休日振替及び勤務時間の割振変更簿（令和元年度） 岡山学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 総務 廃棄
2017 岡山学習センター 職員 出勤簿 出勤簿（平成29年度） 岡山学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 総務 廃棄
2018 岡山学習センター 職員 出勤簿 出勤簿（平成30年度） 岡山学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 総務 廃棄
2019 岡山学習センター 職員 出勤簿 出勤簿（令和元年度） 岡山学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 総務 廃棄
2017 岡山学習センター 職員 勤務時間報告書 勤務時間報告書（平成29年度） 岡山学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 総務 廃棄
2018 岡山学習センター 職員 勤務時間報告書 勤務時間報告書（平成30年度） 岡山学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 総務 廃棄
2019 岡山学習センター 職員 勤務時間報告書 勤務時間報告書（令和元年度） 岡山学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 総務 廃棄
2017 岡山学習センター 職員 休暇簿 休暇簿（年次・病気有給休暇用）（平成29年度） 岡山学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 総務 廃棄
2018 岡山学習センター 職員 休暇簿 休暇簿（平成30年度） 岡山学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 総務 廃棄
2019 岡山学習センター 職員 休暇簿 休暇簿（令和元年度） 岡山学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 総務 廃棄
2011 岡山学習センター 職員 諸手当認定簿 通勤届・手当認定簿（平成23年度） 岡山学習センター事務長 2012/4/1 3年（支給喪失から） 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 総務 廃棄
2012 岡山学習センター 職員 諸手当認定簿 通勤届・手当認定簿（平成24年度） 岡山学習センター事務長 2013/4/1 3年（支給喪失から） 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 総務 廃棄
2013 岡山学習センター 職員 諸手当認定簿 通勤届・手当認定簿（平成25年度） 岡山学習センター事務長 2014/4/1 3年（支給喪失から） 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 総務 廃棄
2014 岡山学習センター 職員 諸手当認定簿 通勤届・手当認定簿（平成26年度） 岡山学習センター事務長 2015/4/1 3年（支給喪失から） 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 総務 廃棄
2015 岡山学習センター 職員 諸手当認定簿 通勤届・手当認定簿（平成27年度） 岡山学習センター事務長 2016/4/1 3年（支給喪失から） 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 総務 廃棄
2016 岡山学習センター 職員 諸手当認定簿 通勤届・手当認定簿（平成28年度） 岡山学習センター事務長 2017/4/1 3年（支給喪失から） 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 総務 廃棄
2017 岡山学習センター 職員 諸手当認定簿 通勤届・手当認定簿（平成29年度） 岡山学習センター事務長 2018/4/1 3年（支給喪失から） 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 総務 廃棄
2011 岡山学習センター 職員 諸手当認定簿 住居届・手当認定簿（平成23年度） 岡山学習センター事務長 2012/4/1 3年（支給喪失から） 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 総務 廃棄
2012 岡山学習センター 職員 諸手当認定簿 住居届・手当認定簿（平成24年度） 岡山学習センター事務長 2013/4/1 3年（支給喪失から） 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 総務 廃棄
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2013 岡山学習センター 職員 諸手当認定簿 住居届・手当認定簿（平成25年度） 岡山学習センター事務長 2014/4/1 3年（支給喪失から） 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 総務 廃棄
2014 岡山学習センター 職員 諸手当認定簿 住居届・手当認定簿（平成26年度） 岡山学習センター事務長 2015/4/1 3年（支給喪失から） 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 総務 廃棄
2015 岡山学習センター 職員 諸手当認定簿 住居届・手当認定簿（平成27年度） 岡山学習センター事務長 2016/4/1 3年（支給喪失から） 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 総務 廃棄
2016 岡山学習センター 職員 諸手当認定簿 住居届・手当認定簿（平成28年度） 岡山学習センター事務長 2017/4/1 3年（支給喪失から） 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 総務 廃棄
2017 岡山学習センター 職員 諸手当認定簿 住居届・手当認定簿（平成29年度） 岡山学習センター事務長 2018/4/1 3年（支給喪失から） 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 総務 廃棄
2012 岡山学習センター 職員 諸手当認定簿 扶養届・手当認定簿（平成24年度） 岡山学習センター事務長 2013/4/1 3年（支給喪失から） 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 総務 廃棄
2013 岡山学習センター 職員 諸手当認定簿 扶養届・手当認定簿（平成25年度） 岡山学習センター事務長 2014/4/1 3年（支給喪失から） 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 総務 廃棄
2018 岡山学習センター 職員 諸手当認定簿 諸手当認定簿（平成30年度） 岡山学習センター事務長 2019/4/1 3年（支給喪失から） 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 総務 廃棄
2019 岡山学習センター 職員 諸手当認定簿 諸手当認定簿（令和元年度） 岡山学習センター事務長 2020/4/1 4年（支給喪失から） 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 総務 廃棄
2017 岡山学習センター 職員 福利厚生関係書類 福利厚生関係書類（平成29年度） 岡山学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 総務 廃棄
2015 岡山学習センター 面接授業 面接授業 面接授業関係（1学期、2学期）（平成27年度） 岡山学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 教務 廃棄
2016 岡山学習センター 面接授業 面接授業 面接授業関係（1学期、2学期）（平成28年度） 岡山学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 教務 廃棄
2017 岡山学習センター 面接授業 面接授業 面接授業関係（1学期、2学期）（平成29年度） 岡山学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 教務 廃棄
2018 岡山学習センター 面接授業 面接授業関係 面接授業関係（1学期、2学期）（平成30年度） 岡山学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 教務 廃棄
2019 岡山学習センター 面接授業 面接授業関係 面接授業関係（1学期、2学期）（令和元年度） 岡山学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 教務 廃棄
2006 岡山学習センター 教務関係 単位互換関係 単位互換関係（１）（平成18年度） 岡山学習センター事務長 2007/4/1 3年（失効後） 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 教務 廃棄
2006 岡山学習センター 教務関係 単位互換関係 単位互換関係（２）（平成18年度） 岡山学習センター事務長 2007/4/1 3年（失効後） 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 教務 廃棄
2015 岡山学習センター 教務関係 卒業研究・研究指導関係綴 卒業研究・研究指導関係綴（平成27年度） 岡山学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 教務 廃棄
2016 岡山学習センター 教務関係 卒業研究・研究指導関係綴 卒業研究・研究指導関係綴（平成28年度） 岡山学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 教務 廃棄
2017 岡山学習センター 教務関係 卒業研究・研究指導関係綴 卒業研究・研究指導関係綴（平成29年度） 岡山学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 教務 廃棄
2018 岡山学習センター 教務関係 卒業研究・研究指導関係綴 卒業研究・研究指導関係綴（平成30年度） 岡山学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 教務 廃棄
2019 岡山学習センター 教務関係 卒業研究・研究指導関係綴 卒業研究・研究指導関係綴（令和元年度） 岡山学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 教務 廃棄
2015 岡山学習センター 学生関係 学生団体関係 学生団体関係（平成27年度） 岡山学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 学生サービス 廃棄
2016 岡山学習センター 学生関係 学生団体関係 学生団体関係（平成28年度） 岡山学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 学生サービス 廃棄
2017 岡山学習センター 学生関係 学生団体関係 学生団体関係（平成29年度） 岡山学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 学生サービス 廃棄
2018 岡山学習センター 学生関係 学生団体関係 学生団体関係（平成30年度） 岡山学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 学生サービス 廃棄
2019 岡山学習センター 学生関係 学生団体関係 学生団体関係（令和元年度） 岡山学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 学生サービス 廃棄
2015 岡山学習センター 学生関係 学生研修旅行 学生研修旅行（平成27年度） 岡山学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 学生サービス 廃棄
2016 岡山学習センター 学生関係 学生研修旅行 学生研修旅行（平成28年度） 岡山学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 学生サービス 廃棄
2017 岡山学習センター 学生関係 学生研修旅行 学生研修旅行（平成29年度） 岡山学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 学生サービス 廃棄
2018 岡山学習センター 学生関係 学生研修旅行 学生研修旅行（平成30年度） 岡山学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 学生サービス 廃棄
2019 岡山学習センター 学生関係 学生研修旅行 学生研修旅行（平成31年度） 岡山学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 学生サービス 廃棄
2015 岡山学習センター 学生関係 学生名簿 学生名簿（平成27年度） 岡山学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 教務 廃棄
2016 岡山学習センター 学生関係 学生名簿 学生名簿（平成28年度） 岡山学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 教務 廃棄
2017 岡山学習センター 学生関係 学生名簿 学生名簿（平成29年度） 岡山学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 教務 廃棄
2018 岡山学習センター 学生関係 学生名簿 学生名簿（平成30年度） 岡山学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 教務 廃棄
2019 岡山学習センター 学生関係 学生名簿 学生名簿（令和元年度） 岡山学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 教務 廃棄
2010 岡山学習センター 学生関係 奨学金関係 奨学金関係（平成22年度） 岡山学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 学生サービス 廃棄
2011 岡山学習センター 学生関係 奨学金関係 奨学金関係（平成23年度） 岡山学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 学生サービス 廃棄
2012 岡山学習センター 学生関係 奨学金関係 奨学金関係（平成24年度） 岡山学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 学生サービス 廃棄
2013 岡山学習センター 学生関係 奨学金関係 奨学金関係（平成25年度） 岡山学習センター事務長 2015/4/1 10年 2024/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 学生サービス 廃棄
2014 岡山学習センター 学生関係 奨学金関係 奨学金関係（平成26年度） 岡山学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 学生サービス 廃棄
2015 岡山学習センター 学生関係 奨学金関係 奨学金関係（平成27年度） 岡山学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 学生サービス 廃棄
2016 岡山学習センター 学生関係 奨学金関係 奨学金関係（平成28年度） 岡山学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 学生サービス 廃棄
2017 岡山学習センター 学生関係 奨学金関係 奨学金関係（平成29年度） 岡山学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 学生サービス 廃棄
2018 岡山学習センター 学生関係 奨学金関係 奨学金関係（平成30年度） 岡山学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 学生サービス 廃棄
2019 岡山学習センター 学生関係 奨学金関係 奨学金関係（令和元年度） 岡山学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 学生サービス 廃棄
2010 岡山学習センター 学生関係 学生教育研究災害傷害保険関係 学生教育研究災害傷害保険/加入申込書・領収書・保険金請求手続綴　（平成22年度） 岡山学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 学生サービス 廃棄
2011 岡山学習センター 学生関係 学生教育研究災害傷害保険関係 学生教育研究災害傷害保険/加入申込書・領収書・保険金請求手続綴　（平成23年度） 岡山学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 学生サービス 廃棄
2012 岡山学習センター 学生関係 学生教育研究災害傷害保険関係 学生教育研究災害傷害保険/加入申込書・領収書・保険金請求手続綴　（平成24年度） 岡山学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 学生サービス 廃棄
2013 岡山学習センター 学生関係 学生教育研究災害傷害保険関係 学生教育研究災害傷害保険/加入申込書・領収書・保険金請求手続綴　（平成25年度） 岡山学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 学生サービス 廃棄
2014 岡山学習センター 学生関係 学生教育研究災害傷害保険関係 学生教育研究災害傷害保険/加入申込書・領収書・保険金請求手続綴　（平成26年度） 岡山学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 学生サービス 廃棄
2015 岡山学習センター 学生関係 学生教育研究災害傷害保険関係 学生教育研究災害傷害保険/加入申込書・領収書・保険金請求手続綴　（平成27年度） 岡山学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 学生サービス 廃棄
2016 岡山学習センター 学生関係 学生教育研究災害傷害保険関係 学生教育研究災害傷害保険/加入申込書・領収書・保険金請求手続綴　（平成28年度） 岡山学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 学生サービス 廃棄
2017 岡山学習センター 学生関係 学生教育研究災害傷害保険関係 学生教育研究災害傷害保険/加入申込書・領収書・保険金請求手続綴　（平成29年度） 岡山学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 学生サービス 廃棄
2018 岡山学習センター 学生関係 学生教育研究災害傷害保険関係 学生教育研究災害傷害保険/加入申込書・領収書・保険金請求手続綴　（平成30年度） 岡山学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 学生サービス 廃棄
2019 岡山学習センター 学生関係 学生教育研究災害傷害保険関係 学生教育研究災害傷害保険/加入申込書・領収書・保険金請求手続綴　（令和元年度） 岡山学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 学生サービス 廃棄
2015 岡山学習センター 学生関係 身体に障害を有することによる特別措置 身体に障害を有することによる特別措置（平成27年度） 岡山学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 教務 廃棄
2016 岡山学習センター 学生関係 身体に障害を有することによる特別措置 身体に障害を有することによる特別措置（平成28年度） 岡山学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 教務 廃棄
2017 岡山学習センター 学生関係 身体に障害を有することによる特別措置 身体に障害を有することによる特別措置（平成29年度） 岡山学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 教務 廃棄
2018 岡山学習センター 学生関係 身体に障害を有することによる特別措置 身体に障害を有することによる特別措置（平成30年度） 岡山学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 教務 廃棄
2019 岡山学習センター 学生関係 身体に障害を有することによる特別措置 身体に障害を有することによる特別措置（令和元年度） 岡山学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 教務 廃棄
2015 岡山学習センター 学生関係 学生証関係 学生証関係（平成27年度） 岡山学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 教務 廃棄
2016 岡山学習センター 学生関係 学生証関係 学生証関係（平成28年度） 岡山学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 教務 廃棄
2017 岡山学習センター 学生関係 学生証関係 学生証関係（平成29年度） 岡山学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 教務 廃棄
2018 岡山学習センター 学生関係 学生証関係 学生証関係（平成30年度） 岡山学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 教務 廃棄
2019 岡山学習センター 学生関係 学生証関係 学生証関係（令和元年度） 岡山学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 教務 廃棄
2017 岡山学習センター 証明書 諸証明書交付願 諸証明書交付願（平成29年度） 岡山学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 教務 廃棄
2018 岡山学習センター 証明書 諸証明書交付願 諸証明書交付願（平成30年度） 岡山学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 教務 廃棄



310/374

大分類 中分類
備考作成・取得年度等

文書分類
小分類 法人文書ファイル名 作成・取得者 起算日 保存期間

保存期間満了
時期

媒体の種別 保存場所 管理者 管理担当係等
保存期間満了時の

措置結果
2016 岡山学習センター 証明書 諸証明書発行台帳 諸証明書発行台帳（平成28年度） 岡山学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 教務 廃棄
2017 岡山学習センター 証明書 諸証明書発行台帳 諸証明書発行台帳（平成29年度） 岡山学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 教務 廃棄
2018 岡山学習センター 証明書 諸証明書発行台帳 諸証明書発行台帳（平成30年度） 岡山学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 教務 廃棄
2019 岡山学習センター 証明書 諸証明書交付願 諸証明書交付願（令和元年度） 岡山学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 教務 廃棄
2017 岡山学習センター 証明書 学生旅客運賃割引書 学生旅客運賃割引書（平成29年度） 岡山学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 学生サービス 廃棄
2018 岡山学習センター 証明書 学生旅客運賃割引書 学生旅客運賃割引書（平成30年度） 岡山学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 学生サービス 廃棄
2019 岡山学習センター 証明書 学生旅客運賃割引書 学生旅客運賃割引書（令和元年度） 岡山学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 学生サービス 廃棄
2015 岡山学習センター 入試 大学院入学試験 大学院入学試験（平成27年度） 岡山学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 教務 廃棄
2016 岡山学習センター 入試 大学院入学試験 大学院入学試験（平成28年度） 岡山学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 教務 廃棄
2017 岡山学習センター 入試 大学院入学試験 大学院入学試験（平成29年度） 岡山学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 教務 廃棄
2018 岡山学習センター 入試 大学院入学試験 大学院入学試験（平成30年度） 岡山学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 教務 廃棄
2019 岡山学習センター 入試 大学院入学試験 大学院入学試験（令和元年度） 岡山学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 教務 廃棄
2015 岡山学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験 単位認定試験（平成27年度１・２学期） 岡山学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 教務 廃棄
2016 岡山学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験 単位認定試験（平成28年度１・２学期） 岡山学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 教務 廃棄
2017 岡山学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験 単位認定試験（平成29年度１・２学期） 岡山学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 教務 廃棄
2018 岡山学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験 単位認定試験（平成30年度１・２学期） 岡山学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 教務 廃棄
2019 岡山学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験 単位認定試験（令和元年度１・２学期） 岡山学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 教務 廃棄
2017 岡山学習センター 図書・視聴 図書室利用統計 図書室利用統計（平成29年度） 岡山学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 図書 廃棄
2018 岡山学習センター 図書・視聴 図書室利用統計 図書室利用統計（平成30年度） 岡山学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 図書 廃棄
2019 岡山学習センター 図書・視聴 図書室利用統計 図書室利用統計（令和元年度） 岡山学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 図書 廃棄
2017 岡山学習センター 図書・視聴 文献複写申込書 文献複写申込書（平成29年度） 岡山学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 図書 廃棄
2018 岡山学習センター 図書・視聴 文献複写申込書 文献複写申込書（平成30年度） 岡山学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 図書 廃棄
2019 岡山学習センター 図書・視聴 文献複写申込書 文献複写申込書（令和元年度） 岡山学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 図書 廃棄
2015 岡山学習センター 図書・視聴 推薦図書購入関係 推薦図書購入関係（平成27年度） 岡山学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 図書 廃棄
2016 岡山学習センター 図書・視聴 推薦図書購入関係 推薦図書購入関係（平成28年度） 岡山学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 図書 廃棄
2017 岡山学習センター 図書・視聴 推薦図書購入関係 推薦図書購入関係（平成29年度） 岡山学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 図書 廃棄
2018 岡山学習センター 図書・視聴 推薦図書購入関係 推薦図書購入関係（平成30年度） 岡山学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 図書 廃棄
2019 岡山学習センター 図書・視聴 推薦図書購入関係 推薦図書購入関係（令和元年度） 岡山学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 図書 廃棄
2015 岡山学習センター 図書・視聴 図書資料関係 図書資料関係（平成27年度） 岡山学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 図書 廃棄
2016 岡山学習センター 図書・視聴 図書資料関係 図書資料関係（平成28年度） 岡山学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 図書 廃棄
2017 岡山学習センター 図書・視聴 図書資料関係 図書資料関係（平成29年度） 岡山学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 図書 廃棄
2018 岡山学習センター 図書・視聴 図書資料関係 図書資料関係（平成30年度） 岡山学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 図書 廃棄
2019 岡山学習センター 図書・視聴 図書資料関係 図書資料関係（令和元年度） 岡山学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 図書 廃棄
2015 岡山学習センター 図書・視聴 雑誌受入簿 雑誌受入簿（平成27年度） 岡山学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 図書 廃棄
2016 岡山学習センター 図書・視聴 雑誌受入簿 雑誌受入簿（平成28年度） 岡山学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 図書 廃棄
2017 岡山学習センター 図書・視聴 雑誌受入簿 雑誌受入簿（平成29年度） 岡山学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 図書 廃棄
2018 岡山学習センター 図書・視聴 雑誌受入簿 雑誌受入簿（平成30年度） 岡山学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 図書 廃棄
2019 岡山学習センター 図書・視聴 雑誌受入簿 雑誌受入簿（令和元年度） 岡山学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 図書 廃棄
2010 岡山学習センター 会計 物品管理状況報告書 物品管理状況報告書（平成22年度） 岡山学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 会計 廃棄
2011 岡山学習センター 会計 物品管理状況報告書 物品管理状況報告書（平成23年度） 岡山学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 会計 廃棄
2012 岡山学習センター 会計 物品管理状況報告書 物品管理状況報告書（平成24年度） 岡山学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 会計 廃棄
2013 岡山学習センター 会計 物品管理状況報告書 物品管理状況報告書（平成25年度） 岡山学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 会計 廃棄
2014 岡山学習センター 会計 物品管理状況報告書 物品管理状況報告書（平成26年度） 岡山学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 会計 廃棄
2015 岡山学習センター 会計 物品管理状況報告書 物品管理状況報告書（平成27年度） 岡山学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 会計 廃棄
2016 岡山学習センター 会計 物品管理状況報告書 物品管理状況報告書（平成28年度） 岡山学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 会計 廃棄
2017 岡山学習センター 会計 物品管理状況報告書 物品管理状況報告書（平成29年度） 岡山学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 会計 廃棄
2018 岡山学習センター 会計 物品管理状況報告書 物品管理状況報告書（平成30年度） 岡山学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 会計 廃棄
2019 岡山学習センター 会計 物品管理状況報告書 物品管理状況報告書（平成31・令和元年度） 岡山学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 会計 廃棄
2010 岡山学習センター 会計 物品取得及び修繕（役務）請求書 物品取得及び修繕（役務）請求書（平成22年度） 岡山学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 会計 廃棄
2011 岡山学習センター 会計 物品取得及び修繕（役務）請求書 物品取得及び修繕（役務）請求書（平成23年度） 岡山学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 会計 廃棄
2012 岡山学習センター 会計 物品取得及び修繕（役務）請求書 物品取得及び修繕（役務）請求書（平成24年度） 岡山学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 会計 廃棄
2013 岡山学習センター 会計 物品取得及び修繕（役務）請求書 物品取得及び修繕（役務）請求書（平成25年度） 岡山学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 会計 廃棄
2014 岡山学習センター 会計 物品取得及び修繕（役務）請求書 物品取得及び修繕（役務）請求書（平成26年度） 岡山学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 会計 廃棄
2015 岡山学習センター 会計 物品取得及び修繕（役務）請求書 物品取得及び修繕（役務）請求書（平成27年度） 岡山学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 会計 廃棄
2016 岡山学習センター 会計 物品取得及び修繕（役務）請求書 物品取得及び修繕（役務）請求書（平成28年度） 岡山学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 会計 廃棄
2017 岡山学習センター 会計 物品取得及び修繕（役務）請求書 物品取得及び修繕（役務）請求書（平成29年度） 岡山学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 会計 廃棄
2018 岡山学習センター 会計 物品取得及び修繕（役務）請求書 物品取得及び修繕（役務）請求書（平成30年度） 岡山学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 会計 廃棄
2019 岡山学習センター 会計 物品取得及び修繕（役務）請求書 物品取得及び修繕（役務）請求書（平成31・令和元年度） 岡山学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 会計 廃棄
2010 岡山学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等管理簿（平成22年度） 岡山学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 総務 廃棄
2011 岡山学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等管理簿（平成23年度） 岡山学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 総務 廃棄
2012 岡山学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等管理簿（平成24年度） 岡山学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 総務 廃棄
2013 岡山学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等受払簿（平成25年度） 岡山学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 総務 廃棄
2014 岡山学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等受払簿（平成26年度） 岡山学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 総務 廃棄
2015 岡山学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等受払簿（平成27年度） 岡山学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 総務 廃棄
2016 岡山学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等受払簿（平成28年度） 岡山学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 総務 廃棄
2017 岡山学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等受払簿（平成29年度） 岡山学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 総務 廃棄
2018 岡山学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等受払簿（平成30年度） 岡山学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 総務 廃棄
2017 岡山学習センター 会計 常備品残高報告書 常備品残高報告書（平成29年度） 岡山学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 会計 廃棄
2018 岡山学習センター 会計 常備品残高報告書 常備品残高報告書（平成30年度） 岡山学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 会計 廃棄
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大分類 中分類
備考作成・取得年度等

文書分類
小分類 法人文書ファイル名 作成・取得者 起算日 保存期間

保存期間満了
時期

媒体の種別 保存場所 管理者 管理担当係等
保存期間満了時の

措置結果
2019 岡山学習センター 会計 常備品残高報告書 常備品残高報告書（平成31・令和元年度） 岡山学習センター事務長 2020/4/1 3年 2022/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 会計 廃棄
2010 岡山学習センター 会計 予算示達書 予算示達書（平成22年度） 岡山学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 会計 廃棄
2011 岡山学習センター 会計 予算示達書 予算示達書（平成23年度） 岡山学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 会計 廃棄
2012 岡山学習センター 会計 予算示達書 予算示達書（平成24年度） 岡山学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 会計 廃棄
2013 岡山学習センター 会計 予算示達書 予算示達書（平成25年度） 岡山学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 会計 廃棄
2014 岡山学習センター 会計 予算示達書 予算示達書（平成26年度） 岡山学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 会計 廃棄
2015 岡山学習センター 会計 予算示達書 予算示達書（平成27年度） 岡山学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 会計 廃棄
2016 岡山学習センター 会計 予算示達書 予算示達書（平成28年度） 岡山学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 会計 廃棄
2017 岡山学習センター 会計 予算示達書 予算示達書（平成29年度） 岡山学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 会計 廃棄
2018 岡山学習センター 会計 予算示達書 予算示達書（平成30年度） 岡山学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 会計 廃棄
2019 岡山学習センター 会計 予算示達書 予算示達書（平成31・令和元年度） 岡山学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 会計 廃棄
2010 岡山学習センター 会計 予算執行計画書 予算執行計画書（平成22年度） 岡山学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 会計 廃棄
2011 岡山学習センター 会計 予算執行計画書 予算執行計画書（平成23年度） 岡山学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 会計 廃棄
2012 岡山学習センター 会計 予算執行計画書 予算執行計画書（平成24年度） 岡山学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 会計 廃棄
2013 岡山学習センター 会計 予算執行計画書 予算執行計画書（平成25年度） 岡山学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 会計 廃棄
2014 岡山学習センター 会計 予算執行計画書 予算執行計画書（平成26年度） 岡山学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 会計 廃棄
2015 岡山学習センター 会計 予算執行計画書 予算執行計画書（平成27年度） 岡山学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 会計 廃棄
2016 岡山学習センター 会計 予算執行計画書 予算執行計画書（平成28年度） 岡山学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 会計 廃棄
2017 岡山学習センター 会計 予算執行計画書 予算執行計画書（平成29年度） 岡山学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 会計 廃棄
2018 岡山学習センター 会計 予算執行計画書 予算執行計画書（平成30年度） 岡山学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 会計 廃棄
2019 岡山学習センター 会計 予算執行計画書 予算執行計画書（平成31・令和元年度） 岡山学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 会計 廃棄
2010 岡山学習センター 会計 前渡資金支払伝票 前渡資金支払関係綴（平成22年度） 岡山学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 会計 廃棄
2011 岡山学習センター 会計 前渡資金支払伝票 前渡資金支払関係綴（平成23年度） 岡山学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 会計 廃棄
2012 岡山学習センター 会計 前渡資金要求書/精算書 前渡資金支払関係綴（平成24年度） 岡山学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 会計 廃棄
2014 岡山学習センター 会計 前渡資金要求書/精算書 前渡資金支払関係綴（平成26年度） 岡山学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 会計 廃棄
2015 岡山学習センター 会計 前渡資金要求書/精算書 前渡資金支払関係綴（平成27年度） 岡山学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 会計 廃棄
2016 岡山学習センター 会計 前渡資金要求書/精算書 前渡資金支払関係綴（平成28年度） 岡山学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 会計 廃棄
2017 岡山学習センター 会計 前渡資金要求書/精算書 前渡資金支払関係綴（平成29年度） 岡山学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 会計 廃棄
2018 岡山学習センター 会計 前渡資金要求書/精算書 前渡資金支払関係綴（平成30年度） 岡山学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 会計 廃棄
2019 岡山学習センター 会計 前渡資金要求書/精算書 前渡資金支払関係綴（平成31・令和元年度） 岡山学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 会計 廃棄
2010 岡山学習センター 会計 支払済額報告書 支払済額報告書（平成22年度） 岡山学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 会計 廃棄
2011 岡山学習センター 会計 支払済額報告書 支払済額報告書（平成23年度） 岡山学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 会計 廃棄
2012 岡山学習センター 会計 支払済額報告書 支払済額報告書（平成24年度） 岡山学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 会計 廃棄
2010 岡山学習センター 会計 前渡資金出納簿 前渡資金出納簿（平成22年度） 岡山学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 会計 廃棄
2011 岡山学習センター 会計 前渡資金出納簿 前渡資金出納簿（平成23年度） 岡山学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 会計 廃棄
2012 岡山学習センター 会計 前渡資金出納簿 前渡資金出納簿（平成24年度） 岡山学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 会計 廃棄
2013 岡山学習センター 会計 前渡資金出納簿 前渡資金出納簿（平成25年度） 岡山学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 会計 廃棄
2014 岡山学習センター 会計 前渡資金出納簿 前渡資金出納簿（平成26年度） 岡山学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 会計 廃棄
2015 岡山学習センター 会計 前渡資金出納簿 前渡資金出納簿（平成27年度） 岡山学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 会計 廃棄
2016 岡山学習センター 会計 前渡資金出納簿 前渡資金出納簿（平成28年度） 岡山学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 会計 廃棄
2017 岡山学習センター 会計 前渡資金出納簿 前渡資金出納簿（平成29年度） 岡山学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 会計 廃棄
2018 岡山学習センター 会計 前渡資金出納簿 前渡資金出納簿（平成30年度） 岡山学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 会計 廃棄
2019 岡山学習センター 会計 前渡資金出納簿 前渡資金出納簿（平成31・令和元年度） 岡山学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 会計 廃棄
2010 岡山学習センター 会計 金種表（前渡資金） 金種表（前渡資金）（平成22年度） 岡山学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 会計 廃棄
2011 岡山学習センター 会計 金種表（前渡資金） 金種表（前渡資金）（平成23年度） 岡山学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 会計 廃棄
2012 岡山学習センター 会計 金種表（前渡資金） 金種表（前渡資金）（平成24年度） 岡山学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 会計 廃棄
2010 岡山学習センター 会計 金種表（出納員） 金種表（出納員）（平成22年度） 岡山学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 会計 廃棄
2011 岡山学習センター 会計 金種表（出納員） 金種表（出納員）（平成23年度） 岡山学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 会計 廃棄
2012 岡山学習センター 会計 金種表（出納員） 金種表（出納員）（平成24年度） 岡山学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 会計 廃棄
2010 岡山学習センター 会計 出納員・現金出納簿 出納員・現金出納簿（平成22年度） 岡山学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 会計 廃棄
2011 岡山学習センター 会計 出納員・現金出納簿 出納員・現金出納簿（平成23年度） 岡山学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 会計 廃棄
2012 岡山学習センター 会計 出納員・現金出納簿 出納員・現金出納簿（平成24年度） 岡山学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 会計 廃棄
2013 岡山学習センター 会計 出納員・現金出納簿 出納員・現金出納簿（平成25年度） 岡山学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 会計 廃棄
2014 岡山学習センター 会計 出納員・現金出納簿 出納員・現金出納簿（平成26年度） 岡山学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 会計 廃棄
2015 岡山学習センター 会計 出納員・現金出納簿 出納員・現金出納簿（平成27年度） 岡山学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 会計 廃棄
2016 岡山学習センター 会計 出納員・現金出納簿 出納員・現金出納簿（平成28年度） 岡山学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 会計 廃棄
2017 岡山学習センター 会計 出納員・現金出納簿 出納員・現金出納簿（平成29年度） 岡山学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 会計 廃棄
2018 岡山学習センター 会計 出納員・現金出納簿 出納員・現金出納簿（平成30年度） 岡山学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 会計 廃棄
2019 岡山学習センター 会計 出納員・現金出納簿 出納員・現金出納簿（平成31・令和元年度） 岡山学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 会計 廃棄
2010 岡山学習センター 会計 現金払込書 現金払込書（平成22年度） 岡山学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 会計 廃棄
2011 岡山学習センター 会計 現金払込書 現金払込書（平成23年度） 岡山学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 会計 廃棄
2012 岡山学習センター 会計 現金払込書 現金払込書（平成24年度） 岡山学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 会計 廃棄
2010 岡山学習センター 会計 現金払込仕訳書 現金払込仕訳書（平成22年度） 岡山学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 会計 廃棄
2011 岡山学習センター 会計 現金払込仕訳書 現金払込仕訳書（平成23年度） 岡山学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 会計 廃棄
2012 岡山学習センター 会計 現金払込仕訳書 現金払込仕訳書（平成24年度） 岡山学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 会計 廃棄
2013 岡山学習センター 会計 現金払込仕訳書 現金払込仕訳書（平成25年度） 岡山学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 会計 廃棄
2014 岡山学習センター 会計 現金払込仕訳書 現金払込仕訳書（平成26年度） 岡山学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 会計 廃棄
2015 岡山学習センター 会計 現金払込仕訳書 現金払込仕訳書（平成27年度） 岡山学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 会計 廃棄
2016 岡山学習センター 会計 現金払込仕訳書 現金払込仕訳書（平成28年度） 岡山学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 会計 廃棄



312/374

大分類 中分類
備考作成・取得年度等

文書分類
小分類 法人文書ファイル名 作成・取得者 起算日 保存期間

保存期間満了
時期

媒体の種別 保存場所 管理者 管理担当係等
保存期間満了時の

措置結果
2017 岡山学習センター 会計 現金払込仕訳書 現金払込仕訳書（平成29年度） 岡山学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 会計 廃棄
2018 岡山学習センター 会計 現金払込仕訳書 現金払込仕訳書（平成30年度） 岡山学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 会計 廃棄
2019 岡山学習センター 会計 現金払込仕訳書 現金払込仕訳書（平成31・令和元年度） 岡山学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 会計 廃棄
2010 岡山学習センター 会計 各種料金領収証（控） 各種料金領収証（控）（平成22年度） 岡山学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 会計 廃棄
2011 岡山学習センター 会計 各種料金領収証（控） 各種料金領収証（控）（平成23年度） 岡山学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 会計 廃棄
2012 岡山学習センター 会計 各種料金領収証（控） 各種料金領収証（控）（平成24年度） 岡山学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 会計 廃棄
2013 岡山学習センター 会計 各種料金領収証（控） 各種料金領収証（控）（平成25年度） 岡山学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 会計 廃棄
2014 岡山学習センター 会計 各種料金領収証（控） 各種料金領収証（控）（平成26年度） 岡山学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 会計 廃棄
2015 岡山学習センター 会計 各種料金領収証（控） 各種料金領収証（控）（平成27年度） 岡山学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 会計 廃棄
2016 岡山学習センター 会計 各種料金領収証（控） 各種料金領収証（控）（平成28年度） 岡山学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 会計 廃棄
2017 岡山学習センター 会計 各種料金領収証（控） 各種料金領収証（控）（平成29年度） 岡山学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 会計 廃棄
2018 岡山学習センター 会計 各種料金領収証（控） 各種料金領収証（控）（平成30年度） 岡山学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 会計 廃棄
2019 岡山学習センター 会計 各種料金領収証（控） 各種料金領収証（控）（平成31・令和元年度） 岡山学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 会計 廃棄
2015 岡山学習センター 会計 会計に関する調査統計関係 会計に関する調査統計関係（平成27年度） 岡山学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 会計 廃棄
2016 岡山学習センター 会計 会計に関する調査統計関係 会計に関する調査統計関係（平成28年度） 岡山学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 会計 廃棄
2017 岡山学習センター 会計 会計に関する調査統計関係 会計に関する調査統計関係（平成29年度） 岡山学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 会計 廃棄
2018 岡山学習センター 会計 会計に関する調査統計関係 会計に関する調査統計関係（平成30年度） 岡山学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 会計 廃棄
2019 岡山学習センター 会計 会計に関する調査統計関係 会計に関する調査統計関係（平成31・令和元年度） 岡山学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 会計 廃棄
2010 岡山学習センター 会計 税務関係報告 税務関係報告（平成22年度） 岡山学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 会計 廃棄
2011 岡山学習センター 会計 税務関係報告 税務関係報告（平成23年度） 岡山学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 会計 廃棄
2012 岡山学習センター 会計 税務関係報告 税務関係報告（平成24年度） 岡山学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 会計 廃棄
2013 岡山学習センター 会計 税務関係報告 税務関係報告（平成25年度） 岡山学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 会計 廃棄
2014 岡山学習センター 会計 税務関係報告 税務関係報告（平成26年度） 岡山学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 会計 廃棄
2015 岡山学習センター 会計 税務関係報告 税務関係報告（平成27年度） 岡山学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 会計 廃棄
2016 岡山学習センター 会計 税務関係報告 税務関係報告（平成28年度） 岡山学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 会計 廃棄
2017 岡山学習センター 会計 税務関係報告 税務関係報告（平成29年度） 岡山学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 会計 廃棄
2018 岡山学習センター 会計 税務関係報告 税務関係報告（平成30年度） 岡山学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 会計 廃棄
2019 岡山学習センター 会計 税務関係報告 税務関係報告（平成31・令和元年度） 岡山学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 会計 廃棄
2010 岡山学習センター 会計 各種要求（学長裁量経費等）関係 各種要求（学長裁量経費等）関係（平成22年度） 岡山学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 会計 廃棄
2011 岡山学習センター 会計 各種要求（学長裁量経費等）関係 各種要求（学長裁量経費等）関係（平成23年度） 岡山学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 会計 廃棄
2012 岡山学習センター 会計 各種要求（学長裁量経費等）関係 各種要求（学長裁量経費等）関係（平成24年度） 岡山学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 会計 廃棄
2013 岡山学習センター 会計 各種要求（学長裁量経費等）関係 各種要求（学長裁量経費等）関係（平成25年度） 岡山学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 会計 廃棄
2014 岡山学習センター 会計 各種要求（学長裁量経費等）関係 各種要求（学長裁量経費等）関係（平成26年度） 岡山学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 会計 廃棄
2015 岡山学習センター 会計 各種要求（学長裁量経費等）関係 各種要求（学長裁量経費等）関係（平成27年度） 岡山学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 会計 廃棄
2016 岡山学習センター 会計 各種要求（学長裁量経費等）関係 各種要求（学長裁量経費等）関係（平成28年度） 岡山学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 会計 廃棄
2017 岡山学習センター 会計 各種要求（学長裁量経費等）関係 各種要求（学長裁量経費等）関係（平成29年度） 岡山学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 会計 廃棄
2018 岡山学習センター 会計 各種要求（学長裁量経費等）関係 各種要求（学長裁量経費等）関係（平成30年度） 岡山学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 会計 廃棄
2019 岡山学習センター 会計 各種要求（学長裁量経費等）関係 各種要求（学長裁量経費等）関係（平成31・令和元年度） 岡山学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 会計 廃棄
2010 岡山学習センター 会計 タクシーチケット利用簿 タクシーチケット利用簿（平成22年度） 岡山学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 会計 廃棄
2011 岡山学習センター 会計 タクシーチケット利用簿 タクシーチケット利用簿（平成23年度） 岡山学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 会計 廃棄
2012 岡山学習センター 会計 タクシーチケット利用簿 タクシーチケット利用簿（平成24年度） 岡山学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 会計 廃棄
2013 岡山学習センター 会計 タクシーチケット利用簿 タクシーチケット利用簿（平成25年度） 岡山学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 会計 廃棄
2014 岡山学習センター 会計 タクシーチケット利用簿 タクシーチケット利用簿（平成26年度） 岡山学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 会計 廃棄
2015 岡山学習センター 会計 タクシーチケット利用簿 タクシーチケット利用簿（平成27年度） 岡山学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 会計 廃棄
2016 岡山学習センター 会計 タクシーチケット利用簿 タクシーチケット利用簿（平成28年度） 岡山学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 会計 廃棄
2017 岡山学習センター 会計 タクシーチケット利用簿 タクシーチケット利用簿（平成29年度） 岡山学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 会計 廃棄
2018 岡山学習センター 会計 タクシーチケット利用簿 タクシーチケット利用簿（平成30年度） 岡山学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 会計 廃棄
2019 岡山学習センター 会計 タクシーチケット利用簿 タクシーチケット利用簿（平成31・令和元年度） 岡山学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 会計 廃棄
2012 岡山学習センター 会計 諸謝金 諸謝金（講演会関係）（平成24年度） 岡山学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 総務 廃棄
2013 岡山学習センター 会計 諸謝金 諸謝金（講演会関係）（平成25年度） 岡山学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 総務 廃棄
2012 岡山学習センター 会計 諸謝金 謝金・賃金関係（臨時的雇用者）（平成24年度） 岡山学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 会計 廃棄
2013 岡山学習センター 会計 諸謝金 謝金・賃金関係（臨時的雇用者）（平成25年度） 岡山学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 会計 廃棄
2014 岡山学習センター 会計 諸謝金 謝金・賃金関係（平成26年度） 岡山学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 会計 廃棄
2015 岡山学習センター 会計 諸謝金 謝金・賃金関係（平成27年度） 岡山学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 会計 廃棄
2016 岡山学習センター 会計 諸謝金 謝金・賃金関係（平成28年度） 岡山学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 会計 廃棄
2017 岡山学習センター 会計 諸謝金 謝金・賃金関係（平成29年度） 岡山学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 会計 廃棄
2018 岡山学習センター 会計 諸謝金 謝金・賃金関係（平成30年度） 岡山学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 会計 廃棄
2019 岡山学習センター 会計 諸謝金 謝金・賃金関係（平成31・令和元年度） 岡山学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 会計 廃棄
2010 岡山学習センター 会計 契約関係 契約関係（平成22年度） 岡山学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 会計 廃棄
2011 岡山学習センター 会計 契約関係 契約関係（平成23年度） 岡山学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 会計 廃棄
2012 岡山学習センター 会計 契約関係 契約関係（平成24年度） 岡山学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 会計 廃棄
2013 岡山学習センター 会計 契約関係 契約関係（平成25年度） 岡山学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 会計 廃棄
2014 岡山学習センター 会計 契約関係 契約関係（平成26年度） 岡山学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 会計 廃棄
2015 岡山学習センター 会計 契約関係 契約関係（平成27年度） 岡山学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 会計 廃棄
2016 岡山学習センター 会計 契約関係 契約関係（平成28年度） 岡山学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 会計 廃棄
2017 岡山学習センター 会計 契約関係 契約関係（平成29年度） 岡山学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 会計 廃棄
2018 岡山学習センター 会計 契約関係 契約関係（平成30年度） 岡山学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 会計 廃棄
2019 岡山学習センター 会計 契約関係 契約関係（平成31・令和元年度） 岡山学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 会計 廃棄
2017 岡山学習センター 施設 施設関係 施設関係（平成29年度） 岡山学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 岡山学習センター 岡山学習センター事務長 事務長 廃棄



313/374

大分類 中分類
備考作成・取得年度等

文書分類
小分類 法人文書ファイル名 作成・取得者 起算日 保存期間

保存期間満了
時期

媒体の種別 保存場所 管理者 管理担当係等
保存期間満了時の

措置結果
2000 広島学習センター 式典 合築竣工記念式典 合築竣工記念式典 広島学習センター事務長 2001/4/1 無期限 紙 広島学習センター 広島学習センター事務長 廃棄
2001 広島学習センター 式典 福山サテライトスペース開所式 福山サテライトスペース開所式 広島学習センター事務長 2002/4/1 無期限 紙 広島学習センター 広島学習センター事務長 廃棄
2008 広島学習センター 式典 福山サテライトスペース移転式 福山サテライトスペース移転式 広島学習センター事務長 2009/4/1 無期限 紙 広島学習センター 広島学習センター事務長 廃棄
2012 広島学習センター 式典 学位記授与式・入学者の集い 学位記授与式・入学者の集い（平成24年度） 広島学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 広島学習センター 広島学習センター事務長 廃棄
2013 広島学習センター 式典 学位記授与式・入学者の集い 学位記授与式・入学者の集い（平成25年度） 広島学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 広島学習センター 広島学習センター事務長 廃棄
2014 広島学習センター 式典 学位記授与式・入学者の集い 学位記授与式・入学者の集い（平成26年度） 広島学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 広島学習センター 広島学習センター事務長 廃棄
2015 広島学習センター 式典 学位記授与式・入学者の集い 学位記授与式・入学者の集い（平成27年度） 広島学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 広島学習センター 広島学習センター事務長 廃棄
2016 広島学習センター 式典 学位記授与式・入学者の集い 学位記授与式・入学者の集い（平成28年度） 広島学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 広島学習センター 広島学習センター事務長 廃棄
2017 広島学習センター 式典 学位記授与式・入学者の集い 学位記授与式・入学者の集い（平成29年度） 広島学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 広島学習センター 広島学習センター事務長 廃棄
2018 広島学習センター 式典 学位記授与式・入学者の集い 学位記授与式・入学者の集い（平成30年度） 広島学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 広島学習センター 広島学習センター事務長 廃棄
2019 広島学習センター 式典 学位記授与式・入学者の集い 学位記授与式・入学者の集い（令和元年度） 広島学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 広島学習センター 広島学習センター事務長 廃棄
2018 広島学習センター 管理運営 監事監査 会計監査（平成30年度） 広島学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 広島学習センター 広島学習センター事務長 廃棄
2014 広島学習センター 管理運営 監事監査 監事監査（平成26年度） 広島学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 広島学習センター 広島学習センター事務長 廃棄
2019 広島学習センター 管理運営 監事監査 監事監査（令和元年度） 広島学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 広島学習センター 広島学習センター事務長 廃棄
2015 広島学習センター 人事 教職員人事文書 教職員人事文書（平成27年度） 広島学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 広島学習センター 広島学習センター事務長 廃棄
2016 広島学習センター 人事 教職員人事文書 教職員人事文書（平成28年度） 広島学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 広島学習センター 広島学習センター事務長 廃棄
2017 広島学習センター 人事 教職員人事文書 教職員人事文書（平成29年度） 広島学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 広島学習センター 広島学習センター事務長 廃棄
2018 広島学習センター 人事 教職員人事文書 教職員人事文書（平成30年度） 広島学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 広島学習センター 広島学習センター事務長 廃棄
2019 広島学習センター 人事 教職員人事文書 教職員人事文書（令和元年度） 広島学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 広島学習センター 広島学習センター事務長 廃棄
2015 広島学習センター 人事 身上調書 身上調書（平成27年度） 広島学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 広島学習センター 広島学習センター事務長 廃棄
2016 広島学習センター 人事 身上調書 身上調書（平成28年度） 広島学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 広島学習センター 広島学習センター事務長 廃棄
2017 広島学習センター 人事 身上調書 身上調書（平成29年度） 広島学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 広島学習センター 広島学習センター事務長 廃棄
2018 広島学習センター 人事 身上調書 身上調書（平成30年度） 広島学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 広島学習センター 広島学習センター事務長 廃棄
2019 広島学習センター 人事 身上調書 身上調書（令和元年度） 広島学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 広島学習センター 広島学習センター事務長 廃棄
2017 広島学習センター 諸会議 中国・四国ブロック所長会議 中国・四国ブロック所長会議（平成29年度） 広島学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 広島学習センター 広島学習センター事務長 廃棄
2018 広島学習センター 諸会議 中国・四国ブロック所長会議 中国・四国ブロック所長会議（平成30年度） 広島学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 広島学習センター 広島学習センター事務長 廃棄
2019 広島学習センター 諸会議 中国・四国ブロック所長会議 中国・四国ブロック所長会議（令和元年度） 広島学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 広島学習センター 広島学習センター事務長 廃棄
2015 広島学習センター 広報 機関誌「往還ノート」 機関誌「往還ノート」（平成27年度） 広島学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 広島学習センター 広島学習センター事務長 廃棄
2016 広島学習センター 広報 機関誌「往還ノート」 機関誌「往還ノート」（平成28年度） 広島学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 広島学習センター 広島学習センター事務長 廃棄
2017 広島学習センター 広報 機関誌「往還ノート」 機関誌「往還ノート」（平成29年度） 広島学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 広島学習センター 広島学習センター事務長 廃棄
2018 広島学習センター 広報 機関誌「往還ノート」 機関誌「往還ノート」（平成30年度） 広島学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 広島学習センター 広島学習センター事務長 廃棄
2019 広島学習センター 広報 機関誌「往還ノート」 機関誌「往還ノート」（令和元年度） 広島学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 広島学習センター 広島学習センター事務長 廃棄
2010 広島学習センター 庶務 旅行命令簿 旅行命令簿（平成22年度） 広島学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 広島学習センター 広島学習センター事務長 廃棄
2011 広島学習センター 庶務 旅行命令簿 旅行命令簿（平成23年度） 広島学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 広島学習センター 広島学習センター事務長 廃棄
2012 広島学習センター 庶務 旅行命令簿 旅行命令簿（平成24年度） 広島学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 広島学習センター 広島学習センター事務長 廃棄
2013 広島学習センター 庶務 旅行命令簿 旅行命令簿（平成25年度） 広島学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 広島学習センター 広島学習センター事務長 廃棄
2014 広島学習センター 庶務 旅行命令簿 旅行命令簿（平成26年度） 広島学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 広島学習センター 広島学習センター事務長 廃棄
2015 広島学習センター 庶務 旅行命令簿 旅行命令簿（平成27年度） 広島学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 広島学習センター 広島学習センター事務長 廃棄
2016 広島学習センター 庶務 旅行命令簿 旅行命令簿（平成28年度） 広島学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 広島学習センター 広島学習センター事務長 廃棄
2017 広島学習センター 庶務 旅行命令簿 旅行命令簿（平成29年度） 広島学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 広島学習センター 広島学習センター事務長 廃棄
2018 広島学習センター 庶務 旅行命令簿 旅行命令簿（平成30年度） 広島学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 広島学習センター 広島学習センター事務長 廃棄
2019 広島学習センター 庶務 旅行命令簿 旅行命令簿（令和元年度） 広島学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 広島学習センター 広島学習センター事務長 廃棄
2015 広島学習センター 庶務 学習センター利用の手引き 学習センター利用の手引き（平成27年度） 広島学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 広島学習センター 広島学習センター事務長 廃棄
2016 広島学習センター 庶務 学習センター利用の手引き 学習センター利用の手引き（平成28年度） 広島学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 広島学習センター 広島学習センター事務長 廃棄
2017 広島学習センター 庶務 学習センター利用の手引き 学習センター利用の手引き（平成29年度） 広島学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 広島学習センター 広島学習センター事務長 廃棄
2018 広島学習センター 庶務 学習センター利用の手引き 学習センター利用の手引き（平成30年度） 広島学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 広島学習センター 広島学習センター事務長 廃棄
2019 広島学習センター 庶務 学習センター利用の手引き 学習センター利用の手引き（令和元年度） 広島学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 広島学習センター 広島学習センター事務長 廃棄
2010 広島学習センター 庶務 物品供用簿 物品供用簿（平成22年度） 広島学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 広島学習センター 広島学習センター事務長 廃棄
2011 広島学習センター 庶務 物品供用簿 物品供用簿（平成23年度） 広島学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 広島学習センター 広島学習センター事務長 廃棄
2012 広島学習センター 庶務 物品管理状況報告書 物品管理状況報告書（平成24年度） 広島学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 広島学習センター 広島学習センター事務長 廃棄
2013 広島学習センター 庶務 物品管理状況報告書 物品管理状況報告書（平成25年度） 広島学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 広島学習センター 広島学習センター事務長 廃棄
2014 広島学習センター 庶務 物品管理状況報告書 物品管理状況報告書（平成26年度） 広島学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 広島学習センター 広島学習センター事務長 廃棄
2015 広島学習センター 庶務 物品管理状況報告書 物品管理状況報告書（平成27年度） 広島学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 広島学習センター 広島学習センター事務長 廃棄
2016 広島学習センター 庶務 物品管理状況報告書 物品管理状況報告書（平成28年度） 広島学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 広島学習センター 広島学習センター事務長 廃棄
2017 広島学習センター 庶務 物品管理状況報告書 物品管理状況報告書（平成29年度） 広島学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 広島学習センター 広島学習センター事務長 廃棄
2018 広島学習センター 庶務 物品管理状況報告書 物品管理状況報告書（平成30年度） 広島学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 広島学習センター 広島学習センター事務長 廃棄
2019 広島学習センター 庶務 物品管理状況報告書 物品管理状況報告書（令和元年度） 広島学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 広島学習センター 広島学習センター事務長 廃棄
2017 広島学習センター 職員 出勤簿 出勤簿　平成29年 広島学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 広島学習センター 広島学習センター事務長 廃棄
2018 広島学習センター 職員 出勤簿 出勤簿　平成30年 広島学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 広島学習センター 広島学習センター事務長 廃棄
2019 広島学習センター 職員 出勤簿 出勤簿　令和元年 広島学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 広島学習センター 広島学習センター事務長 廃棄
2017 広島学習センター 職員 超過勤務命令簿 超過勤務命令簿（平成29年度） 広島学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 広島学習センター 広島学習センター事務長 廃棄
2018 広島学習センター 職員 超過勤務命令簿 超過勤務命令簿（平成30年度） 広島学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 広島学習センター 広島学習センター事務長 廃棄
2019 広島学習センター 職員 超過勤務命令簿 超過勤務命令簿（令和元年度） 広島学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 広島学習センター 広島学習センター事務長 廃棄
2017 広島学習センター 職員 勤務状況報告書 勤務状況報告書（平成29年度） 広島学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 広島学習センター 広島学習センター事務長 廃棄
2018 広島学習センター 職員 勤務状況報告書 勤務状況報告書（平成30年度） 広島学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 広島学習センター 広島学習センター事務長 廃棄
2019 広島学習センター 職員 勤務状況報告書 勤務状況報告書（令和元年度） 広島学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 広島学習センター 広島学習センター事務長 廃棄
2017 広島学習センター 職員 週休日及び勤務時間時間割振表 週休日及び勤務時間時間割振表（平成29年度） 広島学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 広島学習センター 広島学習センター事務長 廃棄
2018 広島学習センター 職員 週休日及び勤務時間時間割振表 週休日及び勤務時間時間割振表（平成30年度） 広島学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 広島学習センター 広島学習センター事務長 廃棄
2019 広島学習センター 職員 週休日及び勤務時間時間割振表 週休日及び勤務時間時間割振表（令和元年度） 広島学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 広島学習センター 広島学習センター事務長 廃棄
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2017 広島学習センター 職員 休暇簿 休暇簿（平成29年） 広島学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 広島学習センター 広島学習センター事務長 廃棄
2018 広島学習センター 職員 休暇簿 休暇簿（平成30年） 広島学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 広島学習センター 広島学習センター事務長 廃棄
2019 広島学習センター 職員 休暇簿 休暇簿（令和元年） 広島学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 広島学習センター 広島学習センター事務長 廃棄
2012 広島学習センター 職員 通勤手当 通勤手当（平成24年度） 広島学習センター事務長 2013/4/1 3年（支給喪失から） 2021/3/31 紙 広島学習センター 広島学習センター事務長 廃棄
2013 広島学習センター 職員 通勤手当 通勤手当（平成25年度） 広島学習センター事務長 2014/4/1 3年（支給喪失から） 2022/3/31 紙 広島学習センター 広島学習センター事務長 廃棄
2014 広島学習センター 職員 通勤手当 通勤手当（平成26年度） 広島学習センター事務長 2015/4/1 3年（支給喪失から） 2023/3/31 紙 広島学習センター 広島学習センター事務長 廃棄
2015 広島学習センター 職員 通勤手当 通勤手当（平成27年度） 広島学習センター事務長 2016/4/1 3年（支給喪失から） 2024/3/31 紙 広島学習センター 広島学習センター事務長 廃棄
2016 広島学習センター 職員 通勤手当 通勤手当（平成28年度） 広島学習センター事務長 2017/4/1 3年（支給喪失から） 2025/3/31 紙 広島学習センター 広島学習センター事務長 廃棄
2017 広島学習センター 職員 通勤手当 通勤手当（平成29年度） 広島学習センター事務長 2018/4/1 3年（支給喪失から） 2026/3/31 紙 広島学習センター 広島学習センター事務長 廃棄
2018 広島学習センター 職員 通勤手当 通勤手当（平成30年度） 広島学習センター事務長 2019/4/1 3年（支給喪失から） 2027/3/31 紙 広島学習センター 広島学習センター事務長 廃棄
2019 広島学習センター 職員 通勤手当 通勤手当（令和元年度） 広島学習センター事務長 2020/4/1 3年（支給喪失から） 2028/3/31 紙 広島学習センター 広島学習センター事務長 廃棄
2016 広島学習センター 職員 扶養手当 扶養手当（平成28年度） 広島学習センター事務長 2017/4/1 3年（支給喪失から） 2021/3/31 紙 広島学習センター 広島学習センター事務長 廃棄
2017 広島学習センター 職員 扶養手当 扶養手当（平成29年度） 広島学習センター事務長 2018/4/1 3年（支給喪失から） 2021/3/31 紙 広島学習センター 広島学習センター事務長 廃棄
2016 広島学習センター 職員 住居手当 住居手当（平成28年度） 広島学習センター事務長 2017/4/1 3年（支給喪失から） 2025/3/31 紙 広島学習センター 広島学習センター事務長 廃棄
2017 広島学習センター 職員 住居手当 住居手当（平成29年度） 広島学習センター事務長 2018/4/1 3年（支給喪失から） 2026/3/31 紙 広島学習センター 広島学習センター事務長 廃棄
2018 広島学習センター 職員 住居手当 住居手当（平成30年度） 広島学習センター事務長 2019/4/1 3年（支給喪失から） 2027/3/31 紙 広島学習センター 広島学習センター事務長 廃棄
2019 広島学習センター 職員 住居手当 住居手当（令和元年度） 広島学習センター事務長 2020/4/1 3年（支給喪失から） 2028/3/31 紙 広島学習センター 広島学習センター事務長 廃棄
2015 広島学習センター 教務関係 面接授業 面接授業（平成27年度） 広島学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 広島学習センター 広島学習センター事務長 廃棄
2016 広島学習センター 教務関係 面接授業 面接授業（平成28年度） 広島学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 広島学習センター 広島学習センター事務長 廃棄
2017 広島学習センター 教務関係 面接授業 面接授業（平成29年度） 広島学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 広島学習センター 広島学習センター事務長 廃棄
2018 広島学習センター 教務関係 面接授業 面接授業（平成30年度） 広島学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 広島学習センター 広島学習センター事務長 廃棄
2019 広島学習センター 教務関係 面接授業 面接授業（令和元年度） 広島学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 広島学習センター 広島学習センター事務長 廃棄
2015 広島学習センター 学生関係 学生団体手続き 学生団体手続き（平成27年度） 広島学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 広島学習センター 広島学習センター事務長 廃棄
2016 広島学習センター 学生関係 学生団体手続き 学生団体手続き（平成28年度） 広島学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 広島学習センター 広島学習センター事務長 廃棄
2017 広島学習センター 学生関係 学生団体手続き 学生団体手続き（平成29年度） 広島学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 広島学習センター 広島学習センター事務長 廃棄
2018 広島学習センター 学生関係 学生団体手続き 学生団体手続き（平成30年度） 広島学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 広島学習センター 広島学習センター事務長 廃棄
2019 広島学習センター 学生関係 学生団体手続き 学生団体手続き（令和元年度） 広島学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 広島学習センター 広島学習センター事務長 廃棄
2015 広島学習センター 学生関係 学生研修旅行 学生研修旅行（平成27年度） 広島学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 広島学習センター 広島学習センター事務長 廃棄
2016 広島学習センター 学生関係 学生研修旅行 学生研修旅行（平成28年度） 広島学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 広島学習センター 広島学習センター事務長 廃棄
2017 広島学習センター 学生関係 学生研修旅行 学生研修旅行（平成29年度） 広島学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 広島学習センター 広島学習センター事務長 廃棄
2018 広島学習センター 学生関係 学生研修旅行 学生研修旅行（平成30年度） 広島学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 広島学習センター 広島学習センター事務長 廃棄
2019 広島学習センター 学生関係 学生研修旅行 学生研修旅行（令和元年度） 広島学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 広島学習センター 広島学習センター事務長 廃棄
2015 広島学習センター 学生関係 奨学生関係 奨学生関係（平成27年度） 広島学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 広島学習センター 広島学習センター事務長 廃棄
2016 広島学習センター 学生関係 奨学生関係 奨学生関係（平成28年度） 広島学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 広島学習センター 広島学習センター事務長 廃棄
2017 広島学習センター 学生関係 奨学生関係 奨学生関係（平成29年度） 広島学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 広島学習センター 広島学習センター事務長 廃棄
2018 広島学習センター 学生関係 奨学生関係 奨学生関係（平成30年度） 広島学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 広島学習センター 広島学習センター事務長 廃棄
2019 広島学習センター 学生関係 奨学生関係 奨学生関係（令和元年度） 広島学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 広島学習センター 広島学習センター事務長 廃棄
2017 広島学習センター 証明書 諸証明書交付願 諸証明書交付願（平成29年度） 広島学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 広島学習センター 広島学習センター事務長 廃棄
2018 広島学習センター 証明書 諸証明書交付願 諸証明書交付願（平成30年度） 広島学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 広島学習センター 広島学習センター事務長 廃棄
2019 広島学習センター 証明書 諸証明書交付願 諸証明書交付願（令和元年度） 広島学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 広島学習センター 広島学習センター事務長 廃棄
2017 広島学習センター 証明書 諸証明書発行台帳 諸証明書発行台帳（平成29年度） 広島学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 広島学習センター 広島学習センター事務長 廃棄
2018 広島学習センター 証明書 諸証明書発行台帳 諸証明書発行台帳（平成30年度） 広島学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 広島学習センター 広島学習センター事務長 廃棄
2019 広島学習センター 証明書 諸証明書発行台帳 諸証明書発行台帳（令和元年度） 広島学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 広島学習センター 広島学習センター事務長 廃棄
2017 広島学習センター 証明書 学割証発行台帳 学割証発行台帳（平成29年度） 広島学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 広島学習センター 広島学習センター事務長 廃棄
2018 広島学習センター 証明書 学割証発行台帳 学割証発行台帳（平成30年度） 広島学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 広島学習センター 広島学習センター事務長 廃棄
2019 広島学習センター 証明書 学割証発行台帳 学割証発行台帳（令和元年度） 広島学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 広島学習センター 広島学習センター事務長 廃棄
2017 広島学習センター 証明書 学割証出納簿 学割証出納簿（平成29年度） 広島学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 広島学習センター 広島学習センター事務長 廃棄
2018 広島学習センター 証明書 学割証出納簿 学割証出納簿（平成30年度） 広島学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 広島学習センター 広島学習センター事務長 廃棄
2019 広島学習センター 証明書 学割証出納簿 学割証出納簿（令和元年度） 広島学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 広島学習センター 広島学習センター事務長 廃棄
2015 広島学習センター 入試 大学院入学試験 大学院入学試験（平成27年度） 広島学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 広島学習センター 広島学習センター事務長 廃棄
2016 広島学習センター 入試 大学院入学試験 大学院入学試験（平成28年度） 広島学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 広島学習センター 広島学習センター事務長 廃棄
2017 広島学習センター 入試 大学院入学試験 大学院入学試験（平成29年度） 広島学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 広島学習センター 広島学習センター事務長 廃棄
2018 広島学習センター 入試 大学院入学試験 大学院入学試験（平成30年度） 広島学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 広島学習センター 広島学習センター事務長 廃棄
2019 広島学習センター 入試 大学院入学試験 大学院入学試験（令和元年度） 広島学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 広島学習センター 広島学習センター事務長 廃棄
2015 広島学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験 単位認定試験（平成27年度１・２学期） 広島学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 広島学習センター 広島学習センター事務長 廃棄
2016 広島学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験 単位認定試験（平成28年度１・２学期） 広島学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 広島学習センター 広島学習センター事務長 廃棄
2018 広島学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験 単位認定試験（平成30年度１・２学期） 広島学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 広島学習センター 広島学習センター事務長 廃棄
2017 広島学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験 単位認定試験（平成29年度１・２学期） 広島学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 広島学習センター 広島学習センター事務長 廃棄
2019 広島学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験 単位認定試験（令和元年度１・２学期） 広島学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 広島学習センター 広島学習センター事務長 廃棄
2010 広島学習センター 会計 物品取得及び修繕（役務）請求書 物品取得及び修繕（役務）請求書（平成22年度） 広島学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 広島学習センター 広島学習センター事務長 廃棄
2011 広島学習センター 会計 物品取得及び修繕（役務）請求書 物品取得及び修繕（役務）請求書（平成23年度） 広島学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 広島学習センター 広島学習センター事務長 廃棄
2012 広島学習センター 会計 購入依頼書 購入依頼書（平成24年度） 広島学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 広島学習センター 広島学習センター事務長 廃棄
2013 広島学習センター 会計 購入依頼書 購入依頼書（平成25年度） 広島学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 広島学習センター 広島学習センター事務長 廃棄
2014 広島学習センター 会計 購入依頼書 購入依頼書（平成26年度） 広島学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 広島学習センター 広島学習センター事務長 廃棄
2015 広島学習センター 会計 購入依頼書 購入依頼書（平成27年度） 広島学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 広島学習センター 広島学習センター事務長 廃棄
2016 広島学習センター 会計 購入依頼書 購入依頼書（平成28年度） 広島学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 広島学習センター 広島学習センター事務長 廃棄
2017 広島学習センター 会計 購入依頼書 購入依頼書（平成29年度） 広島学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 広島学習センター 広島学習センター事務長 廃棄
2018 広島学習センター 会計 購入依頼書 購入依頼書（平成30年度） 広島学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 広島学習センター 広島学習センター事務長 廃棄
2019 広島学習センター 会計 購入依頼書 購入依頼書（令和元年度） 広島学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 広島学習センター 広島学習センター事務長 廃棄
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2010 広島学習センター 会計 予算示達書 予算示達書（平成22年度） 広島学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 広島学習センター 広島学習センター事務長 廃棄
2011 広島学習センター 会計 予算示達書 予算示達書（平成23年度） 広島学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 広島学習センター 広島学習センター事務長 廃棄
2012 広島学習センター 会計 予算示達書 予算示達書（平成24年度） 広島学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 広島学習センター 広島学習センター事務長 廃棄
2013 広島学習センター 会計 予算示達書 予算示達書（平成25年度） 広島学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 広島学習センター 広島学習センター事務長 廃棄
2014 広島学習センター 会計 予算示達書 予算示達書（平成26年度） 広島学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 広島学習センター 広島学習センター事務長 廃棄
2015 広島学習センター 会計 予算示達書 予算示達書（平成27年度） 広島学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 広島学習センター 広島学習センター事務長 廃棄
2016 広島学習センター 会計 予算示達書 予算示達書（平成28年度） 広島学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 広島学習センター 広島学習センター事務長 廃棄
2017 広島学習センター 会計 予算示達書 予算示達書（平成29年度） 広島学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 広島学習センター 広島学習センター事務長 廃棄
2018 広島学習センター 会計 予算示達書 予算示達書（平成30年度） 広島学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 広島学習センター 広島学習センター事務長 廃棄
2019 広島学習センター 会計 予算示達書 予算示達書（令和元年度） 広島学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 広島学習センター 広島学習センター事務長 廃棄
2010 広島学習センター 会計 予算執行計画書 予算執行計画書（平成22年度） 広島学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 広島学習センター 広島学習センター事務長 廃棄
2011 広島学習センター 会計 予算執行計画書 予算執行計画書（平成23年度） 広島学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 広島学習センター 広島学習センター事務長 廃棄
2012 広島学習センター 会計 予算執行計画書 予算執行計画書（平成24年度） 広島学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 広島学習センター 広島学習センター事務長 廃棄
2013 広島学習センター 会計 予算執行計画書 予算執行計画書（平成25年度） 広島学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 広島学習センター 広島学習センター事務長 廃棄
2014 広島学習センター 会計 予算執行計画書 予算執行計画書（平成26年度） 広島学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 広島学習センター 広島学習センター事務長 廃棄
2015 広島学習センター 会計 予算執行計画書 予算執行計画書（平成27年度） 広島学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 広島学習センター 広島学習センター事務長 廃棄
2016 広島学習センター 会計 予算執行計画書 予算執行計画書（平成28年度） 広島学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 広島学習センター 広島学習センター事務長 廃棄
2017 広島学習センター 会計 予算執行計画書 予算執行計画書（平成29年度） 広島学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 広島学習センター 広島学習センター事務長 廃棄
2018 広島学習センター 会計 予算執行計画書 予算執行計画書（平成30年度） 広島学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 広島学習センター 広島学習センター事務長 廃棄
2019 広島学習センター 会計 予算執行計画書 予算執行計画書（令和元年度） 広島学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 広島学習センター 広島学習センター事務長 廃棄
2010 広島学習センター 会計 出納員・現金払込 出納員・現金払込（平成22年度） 広島学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 広島学習センター 広島学習センター事務長 廃棄
2011 広島学習センター 会計 出納員・現金払込 出納員・現金払込（平成23年度） 広島学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 広島学習センター 広島学習センター事務長 廃棄
2012 広島学習センター 会計 出納員・現金払込 出納員・現金払込（平成24年度） 広島学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 広島学習センター 広島学習センター事務長 廃棄
2013 広島学習センター 会計 出納員・現金払込 出納員・現金払込（平成25年度） 広島学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 広島学習センター 広島学習センター事務長 廃棄
2014 広島学習センター 会計 出納員・現金払込 出納員・現金払込（平成26年度） 広島学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 広島学習センター 広島学習センター事務長 廃棄
2015 広島学習センター 会計 出納員・現金払込 出納員・現金払込（平成27年度） 広島学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 広島学習センター 広島学習センター事務長 廃棄
2016 広島学習センター 会計 出納員・現金払込 出納員・現金払込（平成28年度） 広島学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 広島学習センター 広島学習センター事務長 廃棄
2017 広島学習センター 会計 出納員・現金払込 出納員・現金払込（平成29年度） 広島学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 広島学習センター 広島学習センター事務長 廃棄
2018 広島学習センター 会計 出納員・現金払込 出納員・現金払込（平成30年度） 広島学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 広島学習センター 広島学習センター事務長 廃棄
2019 広島学習センター 会計 出納員・現金払込 出納員・現金払込（令和元年度） 広島学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 広島学習センター 広島学習センター事務長 廃棄
2010 広島学習センター 会計 支払伝票 支払伝票（平成22年度） 広島学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 広島学習センター 広島学習センター事務長 廃棄
2011 広島学習センター 会計 支払伝票 支払伝票（平成23年度） 広島学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 広島学習センター 広島学習センター事務長 廃棄
2012 広島学習センター 会計 支払伝票 支払伝票（平成24年度） 広島学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 広島学習センター 広島学習センター事務長 廃棄
2013 広島学習センター 会計 支払伝票 支払伝票（平成25年度） 広島学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 広島学習センター 広島学習センター事務長 廃棄
2014 広島学習センター 会計 支払伝票 支払伝票（平成26年度） 広島学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 広島学習センター 広島学習センター事務長 廃棄
2015 広島学習センター 会計 支払伝票 支払伝票（平成27年度） 広島学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 広島学習センター 広島学習センター事務長 廃棄
2016 広島学習センター 会計 支払伝票 支払伝票（平成28年度） 広島学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 広島学習センター 広島学習センター事務長 廃棄
2017 広島学習センター 会計 支払伝票 支払伝票（平成29年度） 広島学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 広島学習センター 広島学習センター事務長 廃棄
2018 広島学習センター 会計 支払伝票 支払伝票（平成30年度） 広島学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 広島学習センター 広島学習センター事務長 廃棄
2019 広島学習センター 会計 支払伝票 支払伝票（令和元年度） 広島学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 広島学習センター 広島学習センター事務長 廃棄
2010 広島学習センター 会計 前渡資金要求書・精算書 前渡資金要求書・精算書（平成22年度） 広島学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 広島学習センター 広島学習センター事務長 廃棄
2011 広島学習センター 会計 前渡資金要求書・精算書 前渡資金要求書・精算書（平成23年度） 広島学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 広島学習センター 広島学習センター事務長 廃棄
2012 広島学習センター 会計 前渡資金要求書・精算書 前渡資金要求書・精算書（平成24年度） 広島学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 広島学習センター 広島学習センター事務長 廃棄
2013 広島学習センター 会計 前渡資金要求書・精算書 前渡資金要求書・精算書（平成25年度） 広島学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 広島学習センター 広島学習センター事務長 廃棄
2014 広島学習センター 会計 前渡資金要求書・精算書 前渡資金要求書・精算書（平成26年度） 広島学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 広島学習センター 広島学習センター事務長 廃棄
2015 広島学習センター 会計 前渡資金要求書・精算書 前渡資金要求書・精算書（平成27年度） 広島学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 広島学習センター 広島学習センター事務長 廃棄
2016 広島学習センター 会計 前渡資金要求書・精算書 前渡資金要求書・精算書（平成28年度） 広島学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 広島学習センター 広島学習センター事務長 廃棄
2017 広島学習センター 会計 前渡資金要求書・精算書 前渡資金要求書・精算書（平成29年度） 広島学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 広島学習センター 広島学習センター事務長 廃棄
2018 広島学習センター 会計 前渡資金要求書・精算書 前渡資金要求書・精算書（平成30年度） 広島学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 広島学習センター 広島学習センター事務長 廃棄
2019 広島学習センター 会計 前渡資金要求書・精算書 前渡資金要求書・精算書（令和元年度） 広島学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 広島学習センター 広島学習センター事務長 廃棄
2010 広島学習センター 会計 支払済額報告書 支払済額報告書（平成22年度） 広島学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 広島学習センター 広島学習センター事務長 廃棄
2011 広島学習センター 会計 支払済額報告書 支払済額報告書（平成23年度） 広島学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 広島学習センター 広島学習センター事務長 廃棄
2010 広島学習センター 会計 支払済額報告書 前渡資金出納簿（平成22年度） 広島学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 広島学習センター 広島学習センター事務長 廃棄
2011 広島学習センター 会計 支払済額報告書 前渡資金出納簿（平成23年度） 広島学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 広島学習センター 広島学習センター事務長 廃棄
2012 広島学習センター 会計 支払済額報告書 前渡資金出納簿（平成24年度） 広島学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 広島学習センター 広島学習センター事務長 廃棄
2013 広島学習センター 会計 支払済額報告書 前渡資金出納簿（平成25年度） 広島学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 広島学習センター 広島学習センター事務長 廃棄
2014 広島学習センター 会計 支払済額報告書 前渡資金出納簿（平成26年度） 広島学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 広島学習センター 広島学習センター事務長 廃棄
2015 広島学習センター 会計 支払済額報告書 前渡資金出納簿（平成27年度） 広島学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 広島学習センター 広島学習センター事務長 廃棄
2016 広島学習センター 会計 支払済額報告書 前渡資金出納簿（平成28年度） 広島学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 広島学習センター 広島学習センター事務長 廃棄
2017 広島学習センター 会計 支払済額報告書 前渡資金出納簿（平成29年度） 広島学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 広島学習センター 広島学習センター事務長 廃棄
2018 広島学習センター 会計 支払済額報告書 前渡資金出納簿（平成30年度） 広島学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 広島学習センター 広島学習センター事務長 廃棄
2019 広島学習センター 会計 支払済額報告書 前渡資金出納簿（令和元年度） 広島学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 広島学習センター 広島学習センター事務長 廃棄
2010 広島学習センター 会計 現金出納簿 現金出納簿（平成22年度） 広島学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 広島学習センター 広島学習センター事務長 廃棄
2011 広島学習センター 会計 現金出納簿 現金出納簿（平成23年度） 広島学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 広島学習センター 広島学習センター事務長 廃棄
2012 広島学習センター 会計 現金出納簿 現金出納簿（平成24年度） 広島学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 広島学習センター 広島学習センター事務長 廃棄
2013 広島学習センター 会計 現金出納簿 現金出納簿（平成25年度） 広島学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 広島学習センター 広島学習センター事務長 廃棄
2014 広島学習センター 会計 現金出納簿 現金出納簿（平成26年度） 広島学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 広島学習センター 広島学習センター事務長 廃棄
2015 広島学習センター 会計 現金出納簿 現金出納簿（平成27年度） 広島学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 広島学習センター 広島学習センター事務長 廃棄
2016 広島学習センター 会計 現金出納簿 現金出納簿（平成28年度） 広島学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 広島学習センター 広島学習センター事務長 廃棄
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2017 広島学習センター 会計 現金出納簿 現金出納簿（平成29年度） 広島学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 広島学習センター 広島学習センター事務長 廃棄
2018 広島学習センター 会計 現金出納簿 現金出納簿（平成30年度） 広島学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 広島学習センター 広島学習センター事務長 廃棄
2019 広島学習センター 会計 現金出納簿 現金出納簿（令和元年度） 広島学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 広島学習センター 広島学習センター事務長 廃棄
2010 広島学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等受払簿（平成22年度） 広島学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 広島学習センター 広島学習センター事務長 廃棄
2011 広島学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等受払簿（平成23年度） 広島学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 広島学習センター 広島学習センター事務長 廃棄
2012 広島学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等受払簿（平成24年度） 広島学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 広島学習センター 広島学習センター事務長 廃棄
2013 広島学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等受払簿（平成25年度） 広島学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 広島学習センター 広島学習センター事務長 廃棄
2014 広島学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等受払簿（平成26年度） 広島学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 広島学習センター 広島学習センター事務長 廃棄
2015 広島学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等受払簿（平成27年度） 広島学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 広島学習センター 広島学習センター事務長 廃棄
2016 広島学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等受払簿（平成28年度） 広島学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 広島学習センター 広島学習センター事務長 廃棄
2017 広島学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等受払簿（平成29年度） 広島学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 広島学習センター 広島学習センター事務長 廃棄
2018 広島学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等受払簿（平成30年度） 広島学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 広島学習センター 広島学習センター事務長 廃棄
2019 広島学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等受払簿（令和元年度） 広島学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 広島学習センター 広島学習センター事務長 廃棄
2017 広島学習センター 施設 消防計画書・保守監守者 消防計画書・保守監守者（平成29年度） 広島学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 広島学習センター 広島学習センター事務長 廃棄
2018 広島学習センター 施設 消防計画書・保守監守者 消防計画書・保守監守者（平成30年度） 広島学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 広島学習センター 広島学習センター事務長 廃棄
2019 広島学習センター 施設 消防計画書・保守監守者 消防計画書・保守監守者（令和元年度） 広島学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 広島学習センター 広島学習センター事務長 廃棄
1997 山口学習センター 式典 学習センター開所式 学習センター開所式 山口学習センター事務長 1998/4/1 無期限 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
1997 山口学習センター 広報 学習センター概要 学習センター概要（保存用） 山口学習センター事務長 1998/4/1 無期限 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
1997 山口学習センター 広報 機関紙（とっくりがま） 機関紙（とっくりがま）（保存用） 山口学習センター事務長 1998/4/1 無期限 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
1997 山口学習センター 庶務 学習センター利用の手引 学習センター利用の手引（保存用） 山口学習センター事務長 1998/4/1 無期限 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2003 山口学習センター 式典 移転記念式典 移転記念式典 山口学習センター事務長 2004/4/1 無期限 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2010 山口学習センター 式典 学位記授与式・入学者の集い 学位記授与式・入学者の集い（平成22年度） 山口学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2011 山口学習センター 式典 学位記授与式・入学者の集い 学位記授与式・入学者の集い（平成23年度） 山口学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2012 山口学習センター 式典 学位記授与式・入学者の集い 学位記授与式・入学者の集い（平成24年度） 山口学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2013 山口学習センター 式典 学位記授与式・入学者の集い 学位記授与式・入学者の集い（平成25年度） 山口学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2014 山口学習センター 式典 学位記授与式・入学者の集い 学位記授与式・入学者の集い（平成26年度） 山口学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2015 山口学習センター 式典 学位記授与式・入学者の集い 学位記授与式・入学者の集い（平成27年度） 山口学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2016 山口学習センター 式典 学位記授与式・入学者の集い 学位記授与式・入学者の集い（平成28年度） 山口学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2017 山口学習センター 式典 学位記授与式・入学者の集い 学位記授与式・入学者の集い（平成29年度） 山口学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2018 山口学習センター 式典 学位記授与式・入学者の集い 学位記授与式・入学者の集い（平成30年度） 山口学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2019 山口学習センター 式典 学位記授与式・入学者の集い 学位記授与式・入学者の集い（令和1年度） 山口学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2015 山口学習センター 人事 人事関係 人事関係（平成27年度） 山口学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2016 山口学習センター 人事 人事関係 人事関係（平成28年度） 山口学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2017 山口学習センター 人事 人事関係 人事関係（平成29年度） 山口学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2018 山口学習センター 人事 人事関係 人事関係（平成30年度） 山口学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2019 山口学習センター 人事 人事関係 人事関係（令和1年度） 山口学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2017 山口学習センター 諸会議 ブロック会議 ブロック会議（平成29年度） 山口学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2018 山口学習センター 諸会議 ブロック会議 ブロック会議（平成30年度） 山口学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2019 山口学習センター 諸会議 ブロック会議 ブロック会議（令和1年度） 山口学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2017 山口学習センター 諸会議 所長会議 所長会議（平成29年度） 山口学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2018 山口学習センター 諸会議 所長会議 所長会議（平成30年度） 山口学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2019 山口学習センター 諸会議 所長会議 所長会議（令和1年度） 山口学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2017 山口学習センター 諸会議 事務長会議 事務長会議（平成29年度） 山口学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2018 山口学習センター 諸会議 事務長会議 事務長会議（平成30年度） 山口学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2019 山口学習センター 諸会議 事務長会議 事務長会議（令和1年度） 山口学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2015 山口学習センター 広報 広報課（学生募集活動） 広報課（学生募集活動）（平成27年度） 山口学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2016 山口学習センター 広報 広報課（学生募集活動） 広報課（学生募集活動）（平成28年度） 山口学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2017 山口学習センター 広報 広報課（学生募集活動） 広報課（学生募集活動）（平成29年度） 山口学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2018 山口学習センター 広報 広報課（学生募集活動） 広報課（学生募集活動）（平成30年度） 山口学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2019 山口学習センター 広報 広報課（学生募集活動） 広報課（学生募集活動）（令和1年度） 山口学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2015 山口学習センター 広報 広告関係 広告関係（平成27年度） 山口学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2016 山口学習センター 広報 広告関係 広告関係（平成28年度） 山口学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2017 山口学習センター 広報 広告関係 広告関係（平成29年度） 山口学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2018 山口学習センター 広報 広告関係 広告関係（平成30年度） 山口学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2019 山口学習センター 広報 広告関係 広告関係（令和1年度） 山口学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2015 山口学習センター 広報 自治体広報誌関係 自治体広報誌関係（平成27年度） 山口学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2016 山口学習センター 広報 自治体広報誌関係 自治体広報誌関係（平成28年度） 山口学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2017 山口学習センター 広報 自治体広報誌関係 自治体広報誌関係（平成29年度） 山口学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2018 山口学習センター 広報 自治体広報誌関係 自治体広報誌関係（平成30年度） 山口学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2019 山口学習センター 広報 自治体広報誌関係 自治体広報誌関係（令和1年度） 山口学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2015 山口学習センター 広報 ホームページ関係 ホームページ関係（平成27年度） 山口学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2016 山口学習センター 広報 ホームページ関係 ホームページ関係（平成28年度） 山口学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2017 山口学習センター 広報 ホームページ関係 ホームページ関係（平成29年度） 山口学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2018 山口学習センター 広報 ホームページ関係 ホームページ関係（平成30年度） 山口学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2019 山口学習センター 広報 ホームページ関係 ホームページ関係（令和1年度） 山口学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2015 山口学習センター 広報 公開講演会関係 公開講演会関係（平成27年度） 山口学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2016 山口学習センター 広報 公開講演会関係 公開講演会関係（平成28年度） 山口学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2017 山口学習センター 広報 公開講演会関係 公開講演会関係（平成29年度） 山口学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2018 山口学習センター 広報 公開講演会関係 公開講演会関係（平成30年度） 山口学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
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2019 山口学習センター 広報 公開講演会関係 公開講演会関係（令和1年度） 山口学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2015 山口学習センター 庶務 法人文書関係 法人文書関係（平成27年度） 山口学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2016 山口学習センター 庶務 法人文書関係 法人文書関係（平成28年度） 山口学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2017 山口学習センター 庶務 法人文書関係 法人文書関係（平成29年度） 山口学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2018 山口学習センター 庶務 法人文書関係 法人文書関係（平成30年度） 山口学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2019 山口学習センター 庶務 法人文書関係 法人文書関係（令和1年度） 山口学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2011 山口学習センター 庶務 自家用車業務使用登録申請諸関係 自家用車業務使用登録申請諸関係（平成23年度） 山口学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2012 山口学習センター 庶務 自家用車業務使用登録申請諸関係 自家用車業務使用登録申請諸関係（平成24年度） 山口学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2013 山口学習センター 庶務 自家用車業務使用登録申請諸関係 自家用車業務使用登録申請諸関係（平成25年度） 山口学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2014 山口学習センター 庶務 自家用車業務使用登録申請諸関係 自家用車業務使用登録申請諸関係（平成26年度） 山口学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2015 山口学習センター 庶務 自家用車業務使用登録申請諸関係 自家用車業務使用登録申請諸関係（平成27年度） 山口学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2016 山口学習センター 庶務 自家用車業務使用登録申請諸関係 自家用車業務使用登録申請諸関係（平成28年度） 山口学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2017 山口学習センター 庶務 自家用車業務使用登録申請諸関係 自家用車業務使用登録申請諸関係（平成29年度） 山口学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2018 山口学習センター 庶務 自家用車業務使用登録申請諸関係 自家用車業務使用登録申請諸関係（平成30年度） 山口学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2019 山口学習センター 庶務 自家用車業務使用登録申請諸関係 自家用車業務使用登録申請諸関係（令和1年度） 山口学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2010 山口学習センター 庶務 物品管理簿（物品共用簿） 物品管理簿（物品共用簿）（平成22年度） 山口学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2011 山口学習センター 庶務 物品管理簿（物品共用簿） 物品管理簿（物品共用簿）（平成23年度） 山口学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2012 山口学習センター 庶務 物品管理簿（物品共用簿） 物品管理簿（物品共用簿）（平成24年度） 山口学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2013 山口学習センター 庶務 物品管理簿（物品共用簿） 物品管理簿（物品共用簿）（平成25年度） 山口学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2014 山口学習センター 庶務 物品管理簿（物品共用簿） 物品管理簿（物品共用簿）（平成26年度） 山口学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2015 山口学習センター 庶務 物品管理簿（物品共用簿） 物品管理簿（物品共用簿）（平成27年度） 山口学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2016 山口学習センター 庶務 物品管理簿（物品共用簿） 物品管理簿（物品共用簿）（平成28年度） 山口学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2017 山口学習センター 庶務 物品管理簿（物品共用簿） 物品管理簿（物品共用簿）（平成29年度） 山口学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2018 山口学習センター 庶務 物品管理簿（物品共用簿） 物品管理簿（物品共用簿）（平成30年度） 山口学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2019 山口学習センター 庶務 物品管理簿（物品共用簿） 物品管理簿（物品共用簿）（令和1年度） 山口学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2015 山口学習センター 庶務 文書処理簿 文書処理簿（平成27年度） 山口学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2016 山口学習センター 庶務 文書処理簿 文書処理簿（平成28年度） 山口学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2017 山口学習センター 庶務 文書処理簿 文書処理簿（平成29年度） 山口学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2018 山口学習センター 庶務 文書処理簿 文書処理簿（平成30年度） 山口学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2019 山口学習センター 庶務 文書処理簿 文書処理簿（令和1年度） 山口学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2010 山口学習センター 庶務 利用の手引 利用の手引（平成22年度） 山口学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2011 山口学習センター 庶務 利用の手引 利用の手引（平成23年度） 山口学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2012 山口学習センター 庶務 利用の手引 利用の手引（平成24年度） 山口学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2013 山口学習センター 庶務 利用の手引 利用の手引（平成25年度） 山口学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2014 山口学習センター 庶務 利用の手引 利用の手引（平成26年度） 山口学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2015 山口学習センター 庶務 利用の手引 利用の手引（平成27年度） 山口学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2016 山口学習センター 庶務 利用の手引 利用の手引（平成28年度） 山口学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2017 山口学習センター 庶務 利用の手引 利用の手引（平成29年度） 山口学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2018 山口学習センター 庶務 利用の手引 利用の手引（平成30年度） 山口学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2019 山口学習センター 庶務 利用の手引 利用の手引（令和1年度） 山口学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2015 山口学習センター 庶務 機関紙（とっくりがま）綴 機関紙（とっくりがま）綴（平成27年度） 山口学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2016 山口学習センター 庶務 機関紙（とっくりがま）綴 機関紙（とっくりがま）綴（平成28年度） 山口学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2017 山口学習センター 庶務 機関紙（とっくりがま）綴 機関紙（とっくりがま）綴（平成29年度） 山口学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2018 山口学習センター 庶務 機関紙（とっくりがま）綴 機関紙（とっくりがま）綴（平成30年度） 山口学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2019 山口学習センター 庶務 機関紙（とっくりがま）綴 機関紙（とっくりがま）綴（令和1年度） 山口学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2015 山口学習センター 職員 福利厚生（定期健康診断他） 福利厚生（定期健康診断他）（平成27年度） 山口学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2016 山口学習センター 職員 福利厚生（定期健康診断他） 福利厚生（定期健康診断他）（平成28年度） 山口学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2017 山口学習センター 職員 福利厚生（定期健康診断他） 福利厚生（定期健康診断他）（平成29年度） 山口学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2018 山口学習センター 職員 福利厚生（定期健康診断他） 福利厚生（定期健康診断他）（平成30年度） 山口学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2019 山口学習センター 職員 福利厚生（定期健康診断他） 福利厚生（定期健康診断他）（令和1年度） 山口学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2017 山口学習センター 職員 時間外労働集計簿 時間外労働集計簿（平成29年度） 山口学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2018 山口学習センター 職員 時間外労働集計簿 時間外労働集計簿（平成30年度） 山口学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2019 山口学習センター 職員 時間外労働集計簿 時間外労働集計簿（令和1年度） 山口学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2017 山口学習センター 職員 勤務時間報告書 勤務時間報告書（平成29年度） 山口学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2018 山口学習センター 職員 勤務時間報告書 勤務時間報告書（平成30年度） 山口学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2019 山口学習センター 職員 勤務時間報告書 勤務時間報告書（令和1年度） 山口学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2017 山口学習センター 職員 週休日・勤務時間割振表 週休日・勤務時間割振表（平成29年度） 山口学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2018 山口学習センター 職員 週休日・勤務時間割振表 週休日・勤務時間割振表（平成30年度） 山口学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2019 山口学習センター 職員 週休日・勤務時間割振表 週休日・勤務時間割振表（令和1年度） 山口学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2017 山口学習センター 職員 休暇簿 休暇簿（平成29年度） 山口学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2018 山口学習センター 職員 休暇簿 休暇簿（平成30年度） 山口学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2019 山口学習センター 職員 休暇簿 休暇簿（令和1年度） 山口学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2017 山口学習センター 職員 出勤簿 出勤簿（平成29年度） 山口学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2018 山口学習センター 職員 出勤簿 出勤簿（平成30年度） 山口学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2019 山口学習センター 職員 出勤簿 出勤簿（令和1年度） 山口学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2017 山口学習センター 職員 兼業関係 兼業関係（平成29年度） 山口学習センター事務長 2018/4/1 3年（兼業終了後） 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2018 山口学習センター 職員 兼業関係 兼業関係（平成30年度） 山口学習センター事務長 2019/4/1 3年（兼業終了後） 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2019 山口学習センター 職員 兼業関係 兼業関係（令和1年度） 山口学習センター事務長 2020/4/1 3年（兼業終了後） 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2017 山口学習センター 職員 職員研修 職員研修（平成29年度） 山口学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
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措置結果
2018 山口学習センター 職員 職員研修 職員研修（平成30年度） 山口学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2019 山口学習センター 職員 職員研修 職員研修（令和1年度） 山口学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2015 山口学習センター 面接授業 面接授業 面接授業（平成27年度） 山口学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2016 山口学習センター 面接授業 面接授業 面接授業（平成28年度） 山口学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2017 山口学習センター 面接授業 面接授業 面接授業（平成29年度） 山口学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2018 山口学習センター 面接授業 面接授業 面接授業（平成30年度） 山口学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2019 山口学習センター 面接授業 面接授業 面接授業（令和1年度） 山口学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2015 山口学習センター 教務関係 教員免許更新講習 教員免許更新講習（平成27年度） 山口学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2016 山口学習センター 教務関係 教員免許更新講習 教員免許更新講習（平成28年度） 山口学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2017 山口学習センター 教務関係 教員免許更新講習 教員免許更新講習（平成29年度） 山口学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2018 山口学習センター 教務関係 教員免許更新講習 教員免許更新講習（平成30年度） 山口学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2019 山口学習センター 教務関係 教員免許更新講習 教員免許更新講習（令和1年度） 山口学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2000 山口学習センター 教務関係 単位互換協定関係 単位互換協定関係 山口学習センター事務長 2001/4/1 3年（失効後） 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2015 山口学習センター 教務関係 連携協力・単位互換 連携協力・単位互換（平成27年度） 山口学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2016 山口学習センター 教務関係 連携協力・単位互換 連携協力・単位互換（平成28年度） 山口学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2017 山口学習センター 教務関係 連携協力・単位互換 連携協力・単位互換（平成29年度） 山口学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2018 山口学習センター 教務関係 連携協力・単位互換 連携協力・単位互換（平成30年度） 山口学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2019 山口学習センター 教務関係 連携協力・単位互換 連携協力・単位互換（令和1年度） 山口学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2016 山口学習センター 教務関係 大学リーグやまぐち 大学リーグやまぐち（平成28年度） 山口学習センター事務長 2017/4/1 3年（失効後） 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2017 山口学習センター 教務関係 大学リーグやまぐち 大学リーグやまぐち（平成29年度） 山口学習センター事務長 2018/4/1 3年（失効後） 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2018 山口学習センター 教務関係 大学リーグやまぐち 大学リーグやまぐち（平成30年度） 山口学習センター事務長 2019/4/1 3年（失効後） 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2019 山口学習センター 教務関係 大学リーグやまぐち 大学リーグやまぐち（令和1年度） 山口学習センター事務長 2020/4/1 3年（失効後） 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2010 山口学習センター 学生関係 学生教育研究災害傷害保険 学生教育研究災害傷害保険（平成22年度） 山口学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2011 山口学習センター 学生関係 学生教育研究災害傷害保険 学生教育研究災害傷害保険（平成23年度） 山口学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2012 山口学習センター 学生関係 学生教育研究災害傷害保険 学生教育研究災害傷害保険（平成24年度） 山口学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2013 山口学習センター 学生関係 学生教育研究災害傷害保険 学生教育研究災害傷害保険（平成25年度） 山口学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2014 山口学習センター 学生関係 学生教育研究災害傷害保険 学生教育研究災害傷害保険（平成26年度） 山口学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2015 山口学習センター 学生関係 学生教育研究災害傷害保険 学生教育研究災害傷害保険（平成27年度） 山口学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2016 山口学習センター 学生関係 学生教育研究災害傷害保険 学生教育研究災害傷害保険（平成28年度） 山口学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2017 山口学習センター 学生関係 学生教育研究災害傷害保険 学生教育研究災害傷害保険（平成29年度） 山口学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2018 山口学習センター 学生関係 学生教育研究災害傷害保険 学生教育研究災害傷害保険（平成30年度） 山口学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2019 山口学習センター 学生関係 学生教育研究災害傷害保険 学生教育研究災害傷害保険（令和1年度） 山口学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2010 山口学習センター 学生関係 奨学金関係 奨学金関係（平成22年度） 山口学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2011 山口学習センター 学生関係 奨学金関係 奨学金関係（平成23年度） 山口学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2012 山口学習センター 学生関係 奨学金関係 奨学金関係（平成24年度） 山口学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2013 山口学習センター 学生関係 奨学金関係 奨学金関係（平成25年度） 山口学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2014 山口学習センター 学生関係 奨学金関係 奨学金関係（平成26年度） 山口学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2015 山口学習センター 学生関係 奨学金関係 奨学金関係（平成27年度） 山口学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2016 山口学習センター 学生関係 奨学金関係 奨学金関係（平成28年度） 山口学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2017 山口学習センター 学生関係 奨学金関係 奨学金関係（平成29年度） 山口学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2018 山口学習センター 学生関係 奨学金関係 奨学金関係（平成30年度） 山口学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2019 山口学習センター 学生関係 奨学金関係 奨学金関係（令和1年度） 山口学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2015 山口学習センター 学生関係 学生団体・学生助成金 学生団体・学生助成金（平成27年度） 山口学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2016 山口学習センター 学生関係 学生団体・学生助成金 学生団体・学生助成金（平成28年度） 山口学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2017 山口学習センター 学生関係 学生団体・学生助成金 学生団体・学生助成金（平成29年度） 山口学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2018 山口学習センター 学生関係 学生団体・学生助成金 学生団体・学生助成金（平成30年度） 山口学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2019 山口学習センター 学生関係 学生団体・学生助成金 学生団体・学生助成金（令和1年度） 山口学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2015 山口学習センター 学生関係 学生研修旅行 学生研修旅行（平成27年度） 山口学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2016 山口学習センター 学生関係 学生研修旅行 学生研修旅行（平成28年度） 山口学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2017 山口学習センター 学生関係 学生研修旅行 学生研修旅行（平成29年度） 山口学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2018 山口学習センター 学生関係 学生研修旅行 学生研修旅行（平成30年度） 山口学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2019 山口学習センター 学生関係 学生研修旅行 学生研修旅行（令和1年度） 山口学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2015 山口学習センター 証明書 諸証明書発行（交付願・台帳含む。） 諸証明書発行（交付願・台帳含む。）（平成27年度） 山口学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2016 山口学習センター 証明書 諸証明書発行（交付願・台帳含む。） 諸証明書発行（交付願・台帳含む。）（平成28年度） 山口学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2017 山口学習センター 証明書 諸証明書発行（交付願・台帳含む。） 諸証明書発行（交付願・台帳含む。）（平成29年度） 山口学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2018 山口学習センター 証明書 諸証明書発行（交付願・台帳含む。） 諸証明書発行（交付願・台帳含む。）（平成30年度） 山口学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2019 山口学習センター 証明書 諸証明書発行（交付願・台帳含む。） 諸証明書発行（交付願・台帳含む。）（令和1年度） 山口学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2017 山口学習センター 証明書 学割 学割（平成29年度） 山口学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2018 山口学習センター 証明書 学割 学割（平成30年度） 山口学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2019 山口学習センター 証明書 学割 学割（令和1年度） 山口学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2015 山口学習センター 入試 大学院関係 大学院関係（平成27年度） 山口学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2016 山口学習センター 入試 大学院関係 大学院関係（平成28年度） 山口学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2017 山口学習センター 入試 大学院関係 大学院関係（平成29年度） 山口学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2018 山口学習センター 入試 大学院関係 大学院関係（平成30年度） 山口学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2019 山口学習センター 入試 大学院関係 大学院関係（令和1年度） 山口学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2015 山口学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験 単位認定試験（平成27年度） 山口学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2016 山口学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験 単位認定試験（平成28年度） 山口学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2017 山口学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験 単位認定試験（平成29年度） 山口学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2018 山口学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験 単位認定試験（平成30年度） 山口学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
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2019 山口学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験 単位認定試験（令和1年度） 山口学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2017 山口学習センター 図書・視聴 図書・視聴学習室関係 図書・視聴学習室関係（平成29年度） 山口学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2018 山口学習センター 図書・視聴 図書・視聴学習室関係 図書・視聴学習室関係（平成30年度） 山口学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2019 山口学習センター 図書・視聴 図書・視聴学習室関係 図書・視聴学習室関係（令和1年度） 山口学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2017 山口学習センター 図書・視聴 文献複写申込書 文献複写申込書（平成29年度） 山口学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2018 山口学習センター 図書・視聴 文献複写申込書 文献複写申込書（平成30年度） 山口学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2019 山口学習センター 図書・視聴 文献複写申込書 文献複写申込書（令和1年度） 山口学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2010 山口学習センター 会計 支払伝票　旅費 支払伝票　旅費（平成22年度） 山口学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2011 山口学習センター 会計 支払伝票　旅費 支払伝票　旅費（平成23年度） 山口学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2012 山口学習センター 会計 支払伝票　旅費 支払伝票　旅費（平成24年度） 山口学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2013 山口学習センター 会計 支払伝票　旅費 支払伝票　旅費（平成25年度） 山口学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2014 山口学習センター 会計 支払伝票　旅費 支払伝票　旅費（平成26年度） 山口学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2015 山口学習センター 会計 支払伝票　旅費 支払伝票　旅費（平成27年度） 山口学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2016 山口学習センター 会計 支払伝票　旅費 支払伝票　旅費（平成28年度） 山口学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2017 山口学習センター 会計 支払伝票　旅費 支払伝票　旅費（平成29年度） 山口学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2018 山口学習センター 会計 支払伝票　旅費 支払伝票　旅費（平成30年度） 山口学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2019 山口学習センター 会計 支払伝票　旅費 支払伝票　旅費（令和1年度） 山口学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2010 山口学習センター 会計 現金出納簿 現金出納簿（平成22年度） 山口学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2011 山口学習センター 会計 現金出納簿 現金出納簿（平成23年度） 山口学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2012 山口学習センター 会計 現金出納簿 現金出納簿（平成24年度） 山口学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2013 山口学習センター 会計 現金出納簿 現金出納簿（平成25年度） 山口学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2014 山口学習センター 会計 現金出納簿 現金出納簿（平成26年度） 山口学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2015 山口学習センター 会計 現金出納簿 現金出納簿（平成27年度） 山口学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2016 山口学習センター 会計 現金出納簿 現金出納簿（平成28年度） 山口学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2017 山口学習センター 会計 現金出納簿 現金出納簿（平成29年度） 山口学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2018 山口学習センター 会計 現金出納簿 現金出納簿（平成30年度） 山口学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2019 山口学習センター 会計 現金出納簿 現金出納簿（令和1年度） 山口学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2010 山口学習センター 会計 現金払込書 現金払込書（平成22年度） 山口学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2011 山口学習センター 会計 現金払込書 現金払込書（平成23年度） 山口学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2012 山口学習センター 会計 現金払込書 現金払込書（平成24年度） 山口学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2013 山口学習センター 会計 現金払込書 現金払込書（平成25年度） 山口学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2014 山口学習センター 会計 現金払込書 現金払込書（平成26年度） 山口学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2015 山口学習センター 会計 現金払込書 現金払込書（平成27年度） 山口学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2016 山口学習センター 会計 現金払込書 現金払込書（平成28年度） 山口学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2017 山口学習センター 会計 現金払込書 現金払込書（平成29年度） 山口学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2018 山口学習センター 会計 現金払込書 現金払込書（平成30年度） 山口学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2019 山口学習センター 会計 現金払込書 現金払込書（令和1年度） 山口学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2010 山口学習センター 会計 前渡資金要求・精算書 前渡資金要求・精算書（平成22年度） 山口学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2011 山口学習センター 会計 前渡資金要求・精算書 前渡資金要求・精算書（平成23年度） 山口学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2018 山口学習センター 会計 前渡資金要求・精算書 前渡資金要求・精算書（平成30年度） 山口学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2010 山口学習センター 会計 前渡資金出納簿 前渡資金出納簿（平成22年度） 山口学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2011 山口学習センター 会計 前渡資金出納簿 前渡資金出納簿（平成23年度） 山口学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2012 山口学習センター 会計 前渡資金出納簿 前渡資金出納簿（平成24年度） 山口学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2013 山口学習センター 会計 前渡資金出納簿 前渡資金出納簿（平成25年度） 山口学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2014 山口学習センター 会計 前渡資金出納簿 前渡資金出納簿（平成26年度） 山口学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2015 山口学習センター 会計 前渡資金出納簿 前渡資金出納簿（平成27年度） 山口学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2016 山口学習センター 会計 前渡資金出納簿 前渡資金出納簿（平成28年度） 山口学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2017 山口学習センター 会計 前渡資金出納簿 前渡資金出納簿（平成29年度） 山口学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2018 山口学習センター 会計 前渡資金出納簿 前渡資金出納簿（平成30年度） 山口学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2019 山口学習センター 会計 前渡資金出納簿 前渡資金出納簿（令和1年度） 山口学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2010 山口学習センター 会計 予算関係 予算関係（平成22年度） 山口学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2011 山口学習センター 会計 予算関係 予算関係（平成23年度） 山口学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2012 山口学習センター 会計 予算関係 予算関係（平成24年度） 山口学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2013 山口学習センター 会計 予算関係 予算関係（平成25年度） 山口学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2014 山口学習センター 会計 予算関係 予算関係（平成26年度） 山口学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2015 山口学習センター 会計 予算関係 予算関係（平成27年度） 山口学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2016 山口学習センター 会計 予算関係 予算関係（平成28年度） 山口学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2017 山口学習センター 会計 予算関係 予算関係（平成29年度） 山口学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2018 山口学習センター 会計 予算関係 予算関係（平成30年度） 山口学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2019 山口学習センター 会計 予算関係 予算関係（令和1年度） 山口学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2010 山口学習センター 会計 契約関係 契約関係（平成22年度） 山口学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2011 山口学習センター 会計 契約関係 契約関係（平成23年度） 山口学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2012 山口学習センター 会計 契約関係 契約関係（平成24年度） 山口学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2013 山口学習センター 会計 契約関係 契約関係（平成25年度） 山口学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2014 山口学習センター 会計 契約関係 契約関係（平成26年度） 山口学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2015 山口学習センター 会計 契約関係 契約関係（平成27年度） 山口学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2016 山口学習センター 会計 契約関係 契約関係（平成28年度） 山口学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2017 山口学習センター 会計 契約関係 契約関係（平成29年度） 山口学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2018 山口学習センター 会計 契約関係 契約関係（平成30年度） 山口学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
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2019 山口学習センター 会計 契約関係 契約関係（令和1年度） 山口学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2010 山口学習センター 会計 三連符（物品，物品修繕及び役務等請求票） 三連符（物品，物品修繕及び役務等請求票）（平成22年度） 山口学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2011 山口学習センター 会計 三連符（物品，物品修繕及び役務等請求票） 三連符（物品，物品修繕及び役務等請求票）（平成23年度） 山口学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2010 山口学習センター 会計 預金通帳 預金通帳（平成22年度） 山口学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2011 山口学習センター 会計 預金通帳 預金通帳（平成23年度） 山口学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2012 山口学習センター 会計 預金通帳 預金通帳（平成24年度） 山口学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2013 山口学習センター 会計 預金通帳 預金通帳（平成25年度） 山口学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2014 山口学習センター 会計 預金通帳 預金通帳（平成26年度） 山口学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2015 山口学習センター 会計 預金通帳 預金通帳（平成27年度） 山口学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2016 山口学習センター 会計 預金通帳 預金通帳（平成28年度） 山口学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2017 山口学習センター 会計 預金通帳 預金通帳（平成29年度） 山口学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2018 山口学習センター 会計 預金通帳 預金通帳（平成30年度） 山口学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2019 山口学習センター 会計 預金通帳 預金通帳（令和1年度） 山口学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2010 山口学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等受払簿（平成22年度） 山口学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2011 山口学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等受払簿（平成23年度） 山口学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2012 山口学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等受払簿（平成24年度） 山口学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2013 山口学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等受払簿（平成25年度） 山口学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2014 山口学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等受払簿（平成26年度） 山口学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2015 山口学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等受払簿（平成27年度） 山口学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2016 山口学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等受払簿（平成28年度） 山口学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2017 山口学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等受払簿（平成29年度） 山口学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2018 山口学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等受払簿（平成30年度） 山口学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2019 山口学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等受払簿（令和1年度） 山口学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2010 山口学習センター 会計 支払伝票 支払伝票（平成22年度） 山口学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2011 山口学習センター 会計 支払伝票 支払伝票（平成23年度） 山口学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2012 山口学習センター 会計 支払伝票 支払伝票（平成24年度） 山口学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2013 山口学習センター 会計 支払伝票 支払伝票（平成25年度） 山口学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2014 山口学習センター 会計 支払伝票 支払伝票（平成26年度） 山口学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2015 山口学習センター 会計 支払伝票 支払伝票（平成27年度） 山口学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2016 山口学習センター 会計 支払伝票 支払伝票（平成28年度） 山口学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2017 山口学習センター 会計 支払伝票 支払伝票（平成29年度） 山口学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2018 山口学習センター 会計 支払伝票 支払伝票（平成30年度） 山口学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2019 山口学習センター 会計 支払伝票 支払伝票（令和1年度） 山口学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2017 山口学習センター 施設 情報システム関係 情報システム関係（平成29年度） 山口学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2018 山口学習センター 施設 情報システム関係 情報システム関係（平成30年度） 山口学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2019 山口学習センター 施設 情報システム関係 情報システム関係（令和1年度） 山口学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2017 山口学習センター 施設 監守計画 監守計画（平成29年度） 山口学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2018 山口学習センター 施設 監守計画 監守計画（平成30年度） 山口学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2019 山口学習センター 施設 監守計画 監守計画（令和1年度） 山口学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2015 山口学習センター 出願 出願・集団入学 出願・集団入学（平成27年度） 山口学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2016 山口学習センター 出願 出願・集団入学 出願・集団入学（平成28年度） 山口学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2017 山口学習センター 出願 出願・集団入学 出願・集団入学（平成29年度） 山口学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2018 山口学習センター 出願 出願・集団入学 出願・集団入学（平成30年度） 山口学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2019 山口学習センター 出願 出願・集団入学 出願・集団入学（令和1年度） 山口学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2015 山口学習センター 出願 入学受付（特別措置） 入学受付（特別措置）（平成27年度） 山口学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2016 山口学習センター 出願 入学受付（特別措置） 入学受付（特別措置）（平成28年度） 山口学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2017 山口学習センター 出願 入学受付（特別措置） 入学受付（特別措置）（平成29年度） 山口学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2018 山口学習センター 出願 入学受付（特別措置） 入学受付（特別措置）（平成30年度） 山口学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2019 山口学習センター 出願 入学受付（特別措置） 入学受付（特別措置）（令和1年度） 山口学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 山口学習センター 山口学習センター事務長 廃棄
2006 徳島学習センター 式典 学習センター移転記念式典関係 学習センター移転記念式典関係　平成１８年度 徳島学習センター事務長 2007/4/1 無期限 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 事務長 廃棄
2008 徳島学習センター 式典 学習センター開設１０周年記念事業関係 学習センター開設１０周年記念事業関係　平成２０年度 徳島学習センター事務長 2009/4/1 無期限 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 事務長 廃棄
2005 徳島学習センター 施設 学習センター移転関係 学習センター移転関係　平成１７年度 徳島学習センター事務長 2006/4/1 無期限 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 事務長 廃棄
2014 徳島学習センター 式典 入学者の集い・学位記授与 入学者の集い・学位記授与　平成２６年度 徳島学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 広報主幹 廃棄
2015 徳島学習センター 式典 入学者の集い・学位記授与 入学者の集い・学位記授与　平成27年度 徳島学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 広報主幹 廃棄
2016 徳島学習センター 式典 入学者の集い・学位記授与 入学者の集い・学位記授与　平成28年度 徳島学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 広報主幹 廃棄
2017 徳島学習センター 式典 入学者の集い・学位記授与 入学者の集い・学位記授与　平成29年度 徳島学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 広報主幹 廃棄
2018 徳島学習センター 式典 入学者の集い・学位記授与 入学者の集い・学位記授与　平成30年度 徳島学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 広報主幹 廃棄
2019 徳島学習センター 式典 入学者の集い・学位記授与 入学者の集い・学位記授与　2019年度 徳島学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 広報主幹 廃棄
2013 徳島学習センター 管理運営 検査・監査等関係 検査・監査等関係　平成25年度 徳島学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 総務主任 廃棄
2000 徳島学習センター 管理運営 徳島学習センター概要 徳島学習センター概要（保存用） 徳島学習センター事務長 2001/4/1 無期限 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 事務長 廃棄
1998 徳島学習センター 管理運営 徳島学習センター機関誌「よしの川」 徳島学習センター機関誌「よしの川」（保存用） 徳島学習センター事務長 1999/4/1 無期限 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 事務長 廃棄
2001 徳島学習センター 管理運営 徳島学習センター履修の手引き 徳島学習センター履修の手引き（保存用） 徳島学習センター事務長 2002/4/1 無期限 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 事務長 廃棄
1998 徳島学習センター 管理運営 徳島学習センター利用の手引き 徳島学習センター利用の手引き（保存用） 徳島学習センター事務長 1999/4/1 無期限 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 事務長 廃棄
2015 徳島学習センター 人事 客員教員 客員教員　平成２７年度 徳島学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 事務長 廃棄
2016 徳島学習センター 人事 客員教員 客員教授　平成28年度 徳島学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 事務長 廃棄
2017 徳島学習センター 人事 客員教員 客員教授　平成29年度 徳島学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 事務長 廃棄
2018 徳島学習センター 人事 客員教員 客員教授　平成30年度 徳島学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 事務長 廃棄
2019 徳島学習センター 人事 客員教員 客員教授　2019年度 徳島学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 事務長 廃棄
2015 徳島学習センター 人事 給与関係調書綴 給与関係調書綴　平成２７年度 徳島学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 総務主任 廃棄
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2016 徳島学習センター 人事 給与関係調書綴 給与関係調書綴　平成28年度 徳島学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 総務主任 廃棄
2017 徳島学習センター 人事 給与関係調書綴 給与関係調書綴　平成29年度 徳島学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 総務主任 廃棄
2018 徳島学習センター 人事 給与関係調書綴 給与関係調書綴　平成30年度 徳島学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 総務主任 廃棄
2019 徳島学習センター 人事 給与関係調書綴 給与関係調書綴　2019年度 徳島学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 総務主任 廃棄
2010 徳島学習センター 人事 人事関係採用・退職 人事関係採用・退職　平成２２年度 徳島学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 総務主任 廃棄
2011 徳島学習センター 人事 人事関係採用・退職 人事関係採用・退職　平成２３年度 徳島学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 総務主任 廃棄
2012 徳島学習センター 人事 人事関係採用・退職 人事関係採用・退職　平成２４年度 徳島学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 総務主任 廃棄
2013 徳島学習センター 人事 人事関係採用・退職 人事関係採用・退職　平成２５年度 徳島学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 総務主任 廃棄
2014 徳島学習センター 人事 人事関係採用・退職 人事関係採用・退職　平成２６年度 徳島学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 総務主任 廃棄
2015 徳島学習センター 人事 人事関係採用・退職 人事関係採用・退職　平成２７年度 徳島学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 総務主任 廃棄
2016 徳島学習センター 人事 人事関係採用・退職 人事関係採用・退職　平成28年度 徳島学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 総務主任 廃棄
2017 徳島学習センター 人事 人事関係採用・退職 人事関係採用・退職　平成29年度 徳島学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 総務主任 廃棄
2018 徳島学習センター 人事 人事関係採用・退職 人事関係採用・退職　平成30年度 徳島学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 総務主任 廃棄
2019 徳島学習センター 人事 人事関係採用・退職 人事関係採用・退職　2019年度 徳島学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 総務主任 廃棄
2015 徳島学習センター 人事 センター職員人事関係 センター職員人事関係　平成２７年度 徳島学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 事務長 廃棄
2016 徳島学習センター 人事 センター職員人事関係 センター職員人事関係　平成28年度 徳島学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 事務長 廃棄
2017 徳島学習センター 人事 センター職員人事関係 センター職員人事関係　平成29年度 徳島学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 事務長 廃棄
2018 徳島学習センター 人事 センター職員人事関係 センター職員人事関係　平成30年度 徳島学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 事務長 廃棄
2019 徳島学習センター 人事 センター職員人事関係 センター職員人事関係　2019年度 徳島学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 事務長 廃棄
2010 徳島学習センター 諸会議 大学と県教育委員会との連携に関する連絡協議会 大学と県教育委員会との連携に関する連絡協議会　平成２２年度 徳島学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 事務長 廃棄
2011 徳島学習センター 諸会議 大学と県教育委員会との連携に関する連絡協議会 大学と県教育委員会との連携に関する連絡協議会　平成２３年度 徳島学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 事務長 廃棄
2012 徳島学習センター 諸会議 大学と県教育委員会との連携に関する連絡協議会 大学と県教育委員会との連携に関する連絡協議会　平成２４年度 徳島学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 事務長 廃棄
2013 徳島学習センター 諸会議 大学と県教育委員会との連携に関する連絡協議会 大学と県教育委員会との連携に関する連絡協議会　平成２５年度 徳島学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 事務長 廃棄
2014 徳島学習センター 諸会議 大学と県教育委員会との連携に関する連絡協議会 大学と県教育委員会との連携に関する連絡協議会　平成２６年度 徳島学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 事務長 廃棄
2015 徳島学習センター 諸会議 大学と県教育委員会との連携に関する連絡協議会 大学と県教育委員会との連携に関する連絡協議会　平成２７年度 徳島学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 事務長 廃棄
2016 徳島学習センター 諸会議 大学と県教育委員会との連携に関する連絡協議会 大学と県教育委員会との連携に関する連絡協議会　平成28年度 徳島学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 事務長 廃棄
2017 徳島学習センター 諸会議 大学と県教育委員会との連携に関する連絡協議会 大学と県教育委員会との連携に関する連絡協議会　平成29年度 徳島学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 事務長 廃棄
2018 徳島学習センター 諸会議 大学と県教育委員会との連携に関する連絡協議会 大学と県教育委員会との連携に関する連絡協議会　平成30年度 徳島学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 事務長 廃棄
2019 徳島学習センター 諸会議 大学と県教育委員会との連携に関する連絡協議会 大学と県教育委員会との連携に関する連絡協議会　2019年度 徳島学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 事務長 廃棄
2010 徳島学習センター 諸会議 知事と高等教育機関の長との懇談会 知事と高等教育機関の長との懇談会　平成２２年度 徳島学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 事務長 廃棄
2011 徳島学習センター 諸会議 知事と高等教育機関の長との懇談会 知事と高等教育機関の長との懇談会　平成２３年度 徳島学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 事務長 廃棄
2012 徳島学習センター 諸会議 知事と高等教育機関の長との懇談会 知事と高等教育機関の長との懇談会　平成２４年度 徳島学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 事務長 廃棄
2013 徳島学習センター 諸会議 知事と高等教育機関の長との懇談会 知事と高等教育機関の長との懇談会　平成２５年度 徳島学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 事務長 廃棄
2014 徳島学習センター 諸会議 知事と高等教育機関の長との懇談会 知事と高等教育機関の長との懇談会　平成２６年度 徳島学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 事務長 廃棄
2015 徳島学習センター 諸会議 知事と高等教育機関の長との懇談会 知事と高等教育機関の長との懇談会　平成２７年度 徳島学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 事務長 廃棄
2016 徳島学習センター 諸会議 知事と高等教育機関の長との懇談会 知事と高等教育機関の長との懇談会　平成28年度 徳島学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 事務長 廃棄
2017 徳島学習センター 諸会議 知事と高等教育機関の長との懇談会 知事と高等教育機関の長との懇談会　平成29年度 徳島学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 事務長 廃棄
2018 徳島学習センター 諸会議 知事と高等教育機関の長との懇談会 知事と高等教育機関の長との懇談会　平成30年度 徳島学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 事務長 廃棄
2019 徳島学習センター 諸会議 知事と高等教育機関の長との懇談会 知事と高等教育機関の長との懇談会　2019年度 徳島学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 事務長 廃棄
2015 徳島学習センター 広報 機関誌「よしの川」関係資料 機関誌「よしの川」関係資料　第６７号 徳島学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 学生主任 廃棄
2015 徳島学習センター 広報 機関誌「よしの川」関係資料 機関誌「よしの川」関係資料　第６８号 徳島学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 学生主任 廃棄
2015 徳島学習センター 広報 機関誌「よしの川」関係資料 機関誌「よしの川」関係資料　第６９号 徳島学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 学生主任 廃棄
2015 徳島学習センター 広報 機関誌「よしの川」関係資料 機関誌「よしの川」関係資料　第７０号 徳島学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 学生主任 廃棄
2016 徳島学習センター 広報 機関誌「よしの川」関係資料 機関誌「よしの川」関係資料　第71号 徳島学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 学生主任 廃棄
2016 徳島学習センター 広報 機関誌「よしの川」関係資料 機関誌「よしの川」関係資料　第72号 徳島学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 学生主任 廃棄
2016 徳島学習センター 広報 機関誌「よしの川」関係資料 機関誌「よしの川」関係資料　第73号 徳島学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 学生主任 廃棄
2016 徳島学習センター 広報 機関誌「よしの川」関係資料 機関誌「よしの川」関係資料　第74号 徳島学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 学生主任 廃棄
2017 徳島学習センター 広報 機関誌「よしの川」関係資料 機関誌「よしの川」関係資料　第75号 徳島学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 学生主任 廃棄
2017 徳島学習センター 広報 機関誌「よしの川」関係資料 機関誌「よしの川」関係資料　第76号 徳島学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 学生主任 廃棄
2017 徳島学習センター 広報 機関誌「よしの川」関係資料 機関誌「よしの川」関係資料　第77号 徳島学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 学生主任 廃棄
2017 徳島学習センター 広報 機関誌「よしの川」関係資料 機関誌「よしの川」関係資料　第78号 徳島学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 学生主任 廃棄
2018 徳島学習センター 広報 機関誌「よしの川」関係資料 機関誌「よしの川」関係資料　第79号 徳島学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 学生主任 廃棄
2018 徳島学習センター 広報 機関誌「よしの川」関係資料 機関誌「よしの川」関係資料　第80号 徳島学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 学生主任 廃棄
2018 徳島学習センター 広報 機関誌「よしの川」関係資料 機関誌「よしの川」関係資料　第81号 徳島学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 学生主任 廃棄
2018 徳島学習センター 広報 機関誌「よしの川」関係資料 機関誌「よしの川」関係資料　第82号 徳島学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 学生主任 廃棄
2019 徳島学習センター 広報 機関誌「よしの川」関係資料 機関誌「よしの川」関係資料　第83号 徳島学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 学生主任 廃棄
2019 徳島学習センター 広報 機関誌「よしの川」関係資料 機関誌「よしの川」関係資料　第84号 徳島学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 学生主任 廃棄
2019 徳島学習センター 広報 機関誌「よしの川」関係資料 機関誌「よしの川」関係資料　第85号 徳島学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 学生主任 廃棄
2019 徳島学習センター 広報 機関誌「よしの川」関係資料 機関誌「よしの川」関係資料　第86号 徳島学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 学生主任 廃棄
2015 徳島学習センター 広報 広報活動計画・報告 広報活動計画・報告　平成２７年度 徳島学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 事務長 廃棄
2016 徳島学習センター 広報 広報活動計画・報告 広報活動計画・報告　平成28年度 徳島学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 事務長 廃棄
2017 徳島学習センター 広報 広報活動計画・報告 広報活動計画・報告　平成29年度 徳島学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 事務長 廃棄
2018 徳島学習センター 広報 広報活動計画・報告 広報活動計画・報告　平成30年度 徳島学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 事務長 廃棄
2019 徳島学習センター 広報 広報活動計画・報告 広報活動計画・報告　2019年度 徳島学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 事務長 廃棄
2015 徳島学習センター 広報 公開講演会関係 平成２７年度　公開講演会関係 徳島学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 事務長 廃棄
2016 徳島学習センター 広報 公開講演会関係 平成28年度　公開講演会関係 徳島学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 事務長 廃棄
2017 徳島学習センター 広報 公開講演会関係 平成29年度　公開講演会関係 徳島学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 事務長 廃棄
2018 徳島学習センター 広報 公開講演会関係 平成30年度　公開講演会関係 徳島学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 事務長 廃棄
2019 徳島学習センター 広報 公開講演会関係 2019年度　公開講演会関係 徳島学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 事務長 廃棄
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2015 徳島学習センター 庶務 県関係・他大学関係文書 県関係・他大学関係文書　平成２７年度 徳島学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 総務主任 廃棄
2016 徳島学習センター 庶務 県関係・他大学関係文書 県関係・他大学関係文書　平成28年度 徳島学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 総務主任 廃棄
2017 徳島学習センター 庶務 県関係・他大学関係文書 県関係・他大学関係文書　平成29年度 徳島学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 総務主任 廃棄
2018 徳島学習センター 庶務 県関係・他大学関係文書 県関係・他大学関係文書　平成30年度 徳島学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 総務主任 廃棄
2019 徳島学習センター 庶務 県関係・他大学関係文書 県関係・他大学関係文書　2019年度 徳島学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 総務主任 廃棄
2014 徳島学習センター 庶務 自家用車業務使用登録申請台帳 自家用者業務使用登録申請台帳　平成26年度 徳島学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 総務主任 廃棄
2015 徳島学習センター 庶務 自家用車業務使用登録申請台帳 自家用者業務使用登録申請台帳　平成27年度 徳島学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 総務主任 廃棄
2016 徳島学習センター 庶務 自家用車業務使用登録申請台帳 自家用者業務使用登録申請台帳　平成28年度 徳島学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 総務主任 廃棄
2017 徳島学習センター 庶務 自家用車業務使用登録申請台帳 自家用者業務使用登録申請台帳　平成29年度 徳島学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 総務主任 廃棄
2018 徳島学習センター 庶務 自家用車業務使用登録申請台帳 自家用者業務使用登録申請台帳　平成30年度 徳島学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 総務主任 廃棄
2019 徳島学習センター 庶務 自家用車業務使用登録申請台帳 自家用者業務使用登録申請台帳　2019年度 徳島学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 総務主任 廃棄
2014 徳島学習センター 庶務 出張命令復命書 出張命令復命書　平成２６年度　 徳島学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 総務主任 廃棄
2015 徳島学習センター 庶務 出張命令復命書 出張命令復命書　平成２７年度　① 徳島学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 総務主任 廃棄
2015 徳島学習センター 庶務 出張命令復命書 出張命令復命書　平成２７年度　② 徳島学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 総務主任 廃棄
2016 徳島学習センター 庶務 出張命令復命書 出張命令復命書　平成28年度 徳島学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 総務主任 廃棄
2017 徳島学習センター 庶務 出張命令復命書 出張命令復命書　平成29年度 徳島学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 総務主任 廃棄
2018 徳島学習センター 庶務 出張命令復命書 出張命令復命書　平成30年度 徳島学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 総務主任 廃棄
2019 徳島学習センター 庶務 出張命令復命書 出張命令復命書　2019年度 徳島学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 総務主任 廃棄
2015 徳島学習センター 庶務 調査報告関係 調査報告関係　平成２７年度 徳島学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 事務長 廃棄
2016 徳島学習センター 庶務 調査報告関係 調査報告関係　平成28年度 徳島学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 事務長 廃棄
2017 徳島学習センター 庶務 調査報告関係 調査報告関係　平成29年度 徳島学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 事務長 廃棄
2018 徳島学習センター 庶務 調査報告関係 調査報告関係　平成30年度 徳島学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 事務長 廃棄
2019 徳島学習センター 庶務 調査報告関係 調査報告関係　2019年度 徳島学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 事務長 廃棄
2011 徳島学習センター 庶務 物品管理簿 物品管理簿　平成２３年度 徳島学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 総務主任 廃棄
2012 徳島学習センター 庶務 物品管理簿 物品管理簿　平成２４年度 徳島学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 総務主任 廃棄
2015 徳島学習センター 庶務 郵便局申請関係 郵便局申請関係　平成２７年度 徳島学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 総務主任 廃棄
2016 徳島学習センター 庶務 郵便局申請関係 郵便局申請関係　平成２８年度 徳島学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 総務主任 廃棄
2012 徳島学習センター 庶務 旅費・外勤交通費 旅費・外勤交通費　平成２４年度 徳島学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 総務主任 廃棄
2013 徳島学習センター 庶務 旅費・外勤交通費 旅費・外勤交通費　平成２５年度 徳島学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 総務主任 廃棄
2014 徳島学習センター 庶務 旅費・外勤交通費 旅費・外勤交通費　平成２６年度 徳島学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 総務主任 廃棄
2015 徳島学習センター 庶務 旅費・外勤交通費 旅費・外勤交通費　平成２７年度 徳島学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 総務主任 廃棄
2016 徳島学習センター 庶務 旅費・外勤交通費 旅費・外勤交通費　平成28年度 徳島学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 総務主任 廃棄
2017 徳島学習センター 庶務 旅費・外勤交通費 旅費・外勤交通費　平成29年度 徳島学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 総務主任 廃棄
2018 徳島学習センター 庶務 旅費・外勤交通費 旅費・外勤交通費　平成30年度 徳島学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 総務主任 廃棄
2019 徳島学習センター 庶務 旅費・外勤交通費 旅費・外勤交通費　2019年度 徳島学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 総務主任 廃棄
2015 徳島学習センター 職員 健康管理関係 健康管理関係　平成２7年度 徳島学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 総務主任 廃棄
2016 徳島学習センター 職員 健康管理関係 健康管理関係　平成28年度 徳島学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 総務主任 廃棄
2017 徳島学習センター 職員 健康管理関係 健康管理関係　平成29年度 徳島学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 総務主任 廃棄
2018 徳島学習センター 職員 健康管理関係 健康管理関係　平成30年度 徳島学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 総務主任 廃棄
2019 徳島学習センター 職員 健康管理関係 健康管理関係　2019年度 徳島学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 総務主任 廃棄
2017 徳島学習センター 職員 出勤簿 出勤簿　平成29年度 徳島学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 総務主任 廃棄
2018 徳島学習センター 職員 出勤簿 出勤簿　平成30年度 徳島学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 総務主任 廃棄
2019 徳島学習センター 職員 出勤簿 出勤簿　2019年度 徳島学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 総務主任 廃棄
2012 徳島学習センター 職員 諸手当等認定事務関係 諸手当等認定事務関係　平成２４年度 徳島学習センター事務長 2013/4/1 3年（支給喪失から） 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 総務主任 廃棄
2013 徳島学習センター 職員 諸手当等認定事務関係 諸手当等認定事務関係　平成２５年度 徳島学習センター事務長 2014/4/1 3年（支給喪失から） 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 総務主任 廃棄
2014 徳島学習センター 職員 諸手当等認定事務関係 諸手当等認定事務関係　平成２６年度 徳島学習センター事務長 2015/4/1 3年（支給喪失から） 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 総務主任 廃棄
2015 徳島学習センター 職員 諸手当等認定事務関係 諸手当等認定事務関係　平成２７年度 徳島学習センター事務長 2016/4/1 3年（支給喪失から） 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 総務主任 廃棄
2016 徳島学習センター 職員 諸手当等認定事務関係 諸手当等認定事務関係　平成28年度 徳島学習センター事務長 2017/4/1 3年（支給喪失から） 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 総務主任 廃棄
2017 徳島学習センター 職員 諸手当等認定事務関係 諸手当等認定事務関係　平成29年度 徳島学習センター事務長 2018/4/1 3年（支給喪失から） 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 総務主任 廃棄
2018 徳島学習センター 職員 諸手当等認定事務関係 諸手当等認定事務関係　平成30年度 徳島学習センター事務長 2019/4/1 3年（支給喪失から） 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 総務主任 廃棄
2019 徳島学習センター 職員 諸手当等認定事務関係 諸手当等認定事務関係　2019年度 徳島学習センター事務長 2020/4/1 3年（支給喪失から） 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 総務主任 廃棄
2015 徳島学習センター 職員 私立学校共済組合関係 私立学校共済組合関係　平成２7年度 徳島学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 総務主任 廃棄
2016 徳島学習センター 職員 私立学校共済組合関係 私立学校共済組合関係　平成28年度 徳島学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 総務主任 廃棄
2017 徳島学習センター 職員 私立学校共済組合関係 私立学校共済組合関係　平成29年度 徳島学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 総務主任 廃棄
2018 徳島学習センター 職員 私立学校共済組合関係 私立学校共済組合関係　平成30年度 徳島学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 総務主任 廃棄
2019 徳島学習センター 職員 私立学校共済組合関係 私立学校共済組合関係　2019年度 徳島学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 総務主任 廃棄
2015 徳島学習センター 職員 面接授業勤務時間報告書 面接授業勤務時間報告書　平成２７年度 徳島学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 総務主任 廃棄
2016 徳島学習センター 職員 面接授業勤務時間報告書 面接授業勤務時間報告書　平成28年度 徳島学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 総務主任 廃棄
2017 徳島学習センター 職員 面接授業勤務時間報告書 面接授業勤務時間報告書　平成29年度 徳島学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 総務主任 廃棄
2018 徳島学習センター 職員 面接授業勤務時間報告書 面接授業勤務時間報告書　平成30年度 徳島学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 総務主任 廃棄
2019 徳島学習センター 職員 面接授業勤務時間報告書 面接授業勤務時間報告書　2019年度 徳島学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 総務主任 廃棄
2017 徳島学習センター 職員 有給休暇・特別休暇・勤務交代 有給休暇・特別休暇・勤務交代　平成29年度 徳島学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 総務主任 廃棄
2018 徳島学習センター 職員 有給休暇・特別休暇・勤務交代 有給休暇・特別休暇・勤務交代　平成30年度 徳島学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 総務主任 廃棄
2019 徳島学習センター 職員 有給休暇・特別休暇・勤務交代 有給休暇・特別休暇・勤務交代 2019年度 徳島学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 総務主任 廃棄
2015 徳島学習センター 面接授業 面接授業　共修生関係 面接授業　共修生関係　平成２７年度 徳島学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 教務主任 廃棄
2016 徳島学習センター 面接授業 面接授業　共修生関係 面接授業　共修生関係　平成28年度 徳島学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 教務主任 廃棄
2017 徳島学習センター 面接授業 面接授業　共修生関係 面接授業　共修生関係　平成29年度 徳島学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 教務主任 廃棄
2018 徳島学習センター 面接授業 面接授業　共修生関係 面接授業　共修生関係　平成30年度 徳島学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 教務主任 廃棄
2019 徳島学習センター 面接授業 面接授業　共修生関係 面接授業　共修生関係　2019年度 徳島学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 教務主任 廃棄
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2015 徳島学習センター 面接授業 面接授業関係 面接授業関係　平成２７年度 徳島学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 教務主任 廃棄
2016 徳島学習センター 面接授業 面接授業関係 面接授業関係　平成28年度 徳島学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 教務主任 廃棄
2017 徳島学習センター 面接授業 面接授業関係 面接授業関係　平成29年度 徳島学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 教務主任 廃棄
2018 徳島学習センター 面接授業 面接授業関係 面接授業関係　平成30年度 徳島学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 教務主任 廃棄
2019 徳島学習センター 面接授業 面接授業関係 面接授業関係　2019年度 徳島学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 教務主任 廃棄
2017 徳島学習センター 面接授業 面接授業追加登録申請書決定通知書綴 面接授業追加登録申請書決定通知書綴　平成29年度 徳島学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 教務主任 廃棄
2018 徳島学習センター 面接授業 面接授業追加登録申請書決定通知書綴 面接授業追加登録申請書決定通知書綴　平成30年度 徳島学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 教務主任 廃棄
2019 徳島学習センター 面接授業 面接授業追加登録申請書決定通知書綴 面接授業追加登録申請書決定通知書綴　2019年度 徳島学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 教務主任 廃棄
2010 徳島学習センター 面接授業 面接授業非常勤講師委嘱関係書類 面接授業非常勤講師委嘱関係書類　平成２２年度 徳島学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 教務主任 廃棄
2011 徳島学習センター 面接授業 面接授業非常勤講師委嘱関係書類 面接授業非常勤講師委嘱関係書類　平成２３年度 徳島学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 教務主任 廃棄
2012 徳島学習センター 面接授業 面接授業非常勤講師委嘱関係書類 面接授業非常勤講師委嘱関係書類　平成２４年度 徳島学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 教務主任 廃棄
2013 徳島学習センター 面接授業 面接授業非常勤講師委嘱関係書類 面接授業非常勤講師委嘱関係書類　平成２５年度 徳島学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 教務主任 廃棄
2014 徳島学習センター 面接授業 面接授業非常勤講師委嘱関係書類 面接授業非常勤講師委嘱関係書類　平成２６年度 徳島学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 教務主任 廃棄
2015 徳島学習センター 面接授業 面接授業非常勤講師委嘱関係書類 面接授業非常勤講師委嘱関係書類　平成２７年度 徳島学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 教務主任 廃棄
2016 徳島学習センター 面接授業 面接授業非常勤講師委嘱関係書類 面接授業非常勤講師委嘱関係書類　平成28年度 徳島学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 教務主任 廃棄
2017 徳島学習センター 面接授業 面接授業非常勤講師委嘱関係書類 面接授業非常勤講師委嘱関係書類　平成29年度 徳島学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 教務主任 廃棄
2018 徳島学習センター 面接授業 面接授業非常勤講師委嘱関係書類 面接授業非常勤講師委嘱関係書類　平成30年度 徳島学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 教務主任 廃棄
2019 徳島学習センター 面接授業 面接授業非常勤講師委嘱関係書類 面接授業非常勤講師委嘱関係書類　2019年度 徳島学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 教務主任 廃棄
2015 徳島学習センター 教務関係 教務関係 教務関係　平成２７年度 徳島学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 教務主任 廃棄
2016 徳島学習センター 教務関係 教務関係 教務関係　平成28年度 徳島学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 教務主任 廃棄
2017 徳島学習センター 教務関係 教務関係 教務関係　平成29年度 徳島学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 教務主任 廃棄
2018 徳島学習センター 教務関係 教務関係 教務関係　平成30年度 徳島学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 教務主任 廃棄
2019 徳島学習センター 教務関係 教務関係 教務関係　2019年度 徳島学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 教務主任 廃棄
2017 徳島学習センター 教務関係 講義室等の利用状況調査について 講義室等の利用状況調査について 平成29年度 徳島学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 教務主任 廃棄
2018 徳島学習センター 教務関係 講義室等の利用状況調査について 講義室等の利用状況調査について 平成30年度 徳島学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 教務主任 廃棄
2019 徳島学習センター 教務関係 講義室等の利用状況調査について 講義室等の利用状況調査について 2019年度 徳島学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 教務主任 廃棄
2015 徳島学習センター 教務関係 准看護師の看護師資格取得に関する科目（夏季集中型） 准看護師の看護師資格取得に関する科目（夏季集中型）　平成２７年度 徳島学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 学生主任 廃棄
2016 徳島学習センター 教務関係 准看護師の看護師資格取得に関する科目（夏季集中型） 准看護師の看護師資格取得に関する科目（夏季集中型）　平成28年度 徳島学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 学生主任 廃棄
2017 徳島学習センター 教務関係 准看護師の看護師資格取得に関する科目（夏季集中型） 准看護師の看護師資格取得に関する科目（夏季集中型）　平成29年度 徳島学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 学生主任 廃棄
2018 徳島学習センター 教務関係 准看護師の看護師資格取得に関する科目（夏季集中型） 准看護師の看護師資格取得に関する科目（夏季集中型）　平成30年度 徳島学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 学生主任 廃棄
2019 徳島学習センター 教務関係 准看護師の看護師資格取得に関する科目（夏季集中型） 准看護師の看護師資格取得に関する科目（夏季集中型）　2019年度 徳島学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 学生主任 廃棄
2002 徳島学習センター 教務関係 単位互換関係 単位互換関係（徳島大学）　平成14年度 徳島学習センター事務長 2000/4/1 3年（失効後） 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 教務主任 廃棄
2015 徳島学習センター 教務関係 認定心理士・臨床心理士 認定心理士・臨床心理士　平成２７年度 徳島学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 教務主任 廃棄
2016 徳島学習センター 教務関係 認定心理士・臨床心理士 認定心理士・臨床心理士　平成28年度 徳島学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 教務主任 廃棄
2017 徳島学習センター 教務関係 認定心理士・臨床心理士 認定心理士・臨床心理士　平成29年度 徳島学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 教務主任 廃棄
2018 徳島学習センター 教務関係 認定心理士・臨床心理士 認定心理士・臨床心理士　平成30年度 徳島学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 教務主任 廃棄
2019 徳島学習センター 教務関係 認定心理士・臨床心理士 認定心理士・臨床心理士　2019年度 徳島学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 教務主任 廃棄
2015 徳島学習センター 学生関係 学生関係（その他） 学生関係（その他）平成２７年度 徳島学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 学生主任 廃棄
2016 徳島学習センター 学生関係 学生関係（その他） 学生関係（その他）平成28年度 徳島学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 学生主任 廃棄
2017 徳島学習センター 学生関係 学生関係（その他） 学生関係（その他）平成29年度 徳島学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 学生主任 廃棄
2018 徳島学習センター 学生関係 学生関係（その他） 学生関係（その他）平成30年度 徳島学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 学生主任 廃棄
2019 徳島学習センター 学生関係 学生関係（その他） 学生関係（その他）2019年度 徳島学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 学生主任 廃棄
2010 徳島学習センター 学生関係 学生教育研究災害傷害保険受付簿・加入申込書 学生教育研究災害傷害保険受付簿・加入申込書　平成２２年度 徳島学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 学生主任 廃棄
2011 徳島学習センター 学生関係 学生教育研究災害傷害保険受付簿・加入申込書 学生教育研究災害傷害保険受付簿・加入申込書　平成２３年度 徳島学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 学生主任 廃棄
2012 徳島学習センター 学生関係 学生教育研究災害傷害保険受付簿・加入申込書 学生教育研究災害傷害保険受付簿・加入申込書　平成２４年度 徳島学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 学生主任 廃棄
2013 徳島学習センター 学生関係 学生教育研究災害傷害保険受付簿・加入申込書 学生教育研究災害傷害保険受付簿・加入申込書　平成２５年度 徳島学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 学生主任 廃棄
2014 徳島学習センター 学生関係 学生教育研究災害傷害保険受付簿・加入申込書 学生教育研究災害傷害保険受付簿・加入申込書　平成２６年度 徳島学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 学生主任 廃棄
2015 徳島学習センター 学生関係 学生教育研究災害傷害保険受付簿・加入申込書 学生教育研究災害傷害保険受付簿・加入申込書　平成２７年度 徳島学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 学生主任 廃棄
2016 徳島学習センター 学生関係 学生教育研究災害傷害保険受付簿・加入申込書 学生教育研究災害障害保険受付簿・加入申込書　平成28年度 徳島学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 学生主任 廃棄
2017 徳島学習センター 学生関係 学生教育研究災害傷害保険受付簿・加入申込書 学生教育研究災害障害保険受付簿・加入申込書　平成29年度 徳島学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 学生主任 廃棄
2018 徳島学習センター 学生関係 学生教育研究災害傷害保険受付簿・加入申込書 学生教育研究災害障害保険受付簿・加入申込書　平成30年度 徳島学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 学生主任 廃棄
2019 徳島学習センター 学生関係 学生教育研究災害傷害保険受付簿・加入申込書 学生教育研究災害障害保険受付簿・加入申込書　2019年度 徳島学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 学生主任 廃棄
2015 徳島学習センター 学生関係 住所等変更届 住所等変更届　平成２７年度 徳島学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 学生主任 廃棄
2016 徳島学習センター 学生関係 住所等変更届 住所等変更届　平成28年度 徳島学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 学生主任 廃棄
2017 徳島学習センター 学生関係 住所等変更届 住所等変更届　平成29年度 徳島学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 学生主任 廃棄
2018 徳島学習センター 学生関係 住所等変更届 住所等変更届　平成３０年度 徳島学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 学生主任 廃棄
2019 徳島学習センター 学生関係 住所等変更届 住所等変更届　2019年度 徳島学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 学生主任 廃棄
2015 徳島学習センター 学生関係 奨学金関係（日本学生支援機構） 奨学金関係（日本学生支援機構）　平成２７年度 徳島学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 学生主任 廃棄
2016 徳島学習センター 学生関係 奨学金関係（日本学生支援機構） 奨学金関係（日本学生支援機構）　平成28年度 徳島学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 学生主任 廃棄
2017 徳島学習センター 学生関係 奨学金関係（日本学生支援機構） 奨学金関係（日本学生支援機構）　平成29年度 徳島学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 学生主任 廃棄
2018 徳島学習センター 学生関係 奨学金関係（日本学生支援機構） 奨学金関係（日本学生支援機構）　平成30年度 徳島学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 学生主任 廃棄
2019 徳島学習センター 学生関係 奨学金関係（日本学生支援機構） 奨学金関係（日本学生支援機構）　2019年度 徳島学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 学生主任 廃棄
2015 徳島学習センター 学生関係 身体に障害を有する者関係 身体に障害を有する者関係　平成２７年度 徳島学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 事務長 廃棄
2016 徳島学習センター 学生関係 身体に障害を有する者関係 身体に障害を有する者関係　平成28年度 徳島学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 事務長 廃棄
2017 徳島学習センター 学生関係 身体に障害を有する者関係 身体に障害を有する者関係　平成29年度 徳島学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 事務長 廃棄
2018 徳島学習センター 学生関係 身体に障害を有する者関係 身体に障害を有する者関係　平成30年度 徳島学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 事務長 廃棄
2019 徳島学習センター 学生関係 身体に障害を有する者関係 身体に障害を有する者関係　2019年度 徳島学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 事務長 廃棄
2017 徳島学習センター 証明書 学生証再発行領収書 学生証再発行領収書　平成29年度 徳島学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 総務主任 廃棄
2018 徳島学習センター 証明書 学生証再発行領収書 学生証再発行領収書　平成30年度 徳島学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 総務主任 廃棄
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2019 徳島学習センター 証明書 学生証再発行領収書 学生証再発行領収書　2019年度 徳島学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 総務主任 廃棄
2017 徳島学習センター 証明書 証明書領収書 証明書領収書　平成29年度 徳島学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 総務主任 廃棄
2018 徳島学習センター 証明書 証明書領収書 証明書領収書　平成30年度 徳島学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 総務主任 廃棄
2019 徳島学習センター 証明書 証明書領収書 証明書領収書　2019年度 徳島学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 総務主任 廃棄
2015 徳島学習センター 証明書 学生証関係 学生証関係　平成２７年度 徳島学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 学生主任 廃棄
2016 徳島学習センター 証明書 学生証関係 学生証関係　平成28年度 徳島学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 学生主任 廃棄
2017 徳島学習センター 証明書 学生証関係 学生証関係　平成29年度 徳島学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 学生主任 廃棄
2018 徳島学習センター 証明書 学生証関係 学生証関係　平成30年度 徳島学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 学生主任 廃棄
2019 徳島学習センター 証明書 学生証関係 学生証関係　2019年度 徳島学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 学生主任 廃棄
2015 徳島学習センター 証明書 学生証再発行名簿 学生証再発行名簿　平成２７年度 徳島学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 学生主任 廃棄
2016 徳島学習センター 証明書 学生証再発行名簿 学生証再発行名簿　平成28年度 徳島学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 学生主任 廃棄
2017 徳島学習センター 証明書 学生証再発行名簿 学生証再発行名簿　平成29年度 徳島学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 学生主任 廃棄
2018 徳島学習センター 証明書 学生証再発行名簿 学生証再発行名簿　平成30年度 徳島学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 学生主任 廃棄
2019 徳島学習センター 証明書 学生証再発行名簿 学生証再発行名簿　2019年度 徳島学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 学生主任 廃棄
2017 徳島学習センター 証明書 学割関係綴 学割関係綴　平成29年度 徳島学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 教務主任 廃棄
2018 徳島学習センター 証明書 学割関係綴 学割関係綴　平成30年度 徳島学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 教務主任 廃棄
2019 徳島学習センター 証明書 学割関係綴 学割関係綴　2019年度 徳島学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 教務主任 廃棄
2015 徳島学習センター 単位認定試験関係 教員免許更新講習　修了認定試験関係 教員免許更新講習　修了認定試験関係　平成２７年度 徳島学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 学生主任 廃棄
2016 徳島学習センター 単位認定試験関係 教員免許更新講習　修了認定試験関係 教員免許更新講習　修了認定試験関係　平成28年度 徳島学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 学生主任 廃棄
2017 徳島学習センター 単位認定試験関係 教員免許更新講習　修了認定試験関係 教員免許更新講習　修了認定試験関係　平成29年度 徳島学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 学生主任 廃棄
2018 徳島学習センター 単位認定試験関係 教員免許更新講習　修了認定試験関係 教員免許更新講習　修了認定試験関係　平成30年度 徳島学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 学生主任 廃棄
2019 徳島学習センター 単位認定試験関係 教員免許更新講習　修了認定試験関係 教員免許更新講習　修了認定試験関係　2019年度 徳島学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 学生主任 廃棄
2015 徳島学習センター 単位認定試験関係 大学院試験関係 大学院試験関係　平成２７年度 徳島学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 学生主任 廃棄
2016 徳島学習センター 単位認定試験関係 大学院試験関係 大学院試験関係　平成28年度 徳島学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 学生主任 廃棄
2017 徳島学習センター 単位認定試験関係 大学院試験関係 大学院試験関係　平成29年度 徳島学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 学生主任 廃棄
2018 徳島学習センター 単位認定試験関係 大学院試験関係 大学院試験関係　平成30年度 徳島学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 学生主任 廃棄
2019 徳島学習センター 単位認定試験関係 大学院試験関係 大学院試験関係　2019年度 徳島学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 学生主任 廃棄
2015 徳島学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験関係 単位認定試験関係　平成２７年度第１学期 徳島学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 学生主任 廃棄
2015 徳島学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験関係 単位認定試験関係　平成27年度第2学期 徳島学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 学生主任 廃棄
2016 徳島学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験関係 単位認定試験関係　平成２８年度第１学期 徳島学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 学生主任 廃棄
2016 徳島学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験関係 単位認定試験関係　平成２８年度第２学期 徳島学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 学生主任 廃棄
2017 徳島学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験関係 単位認定試験関係　平成29年度第1学期 徳島学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 学生主任 廃棄
2017 徳島学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験関係 単位認定試験関係　平成29年度第2学期 徳島学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 学生主任 廃棄
2018 徳島学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験関係 単位認定試験関係　平成30年度第1学期 徳島学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 学生主任 廃棄
2018 徳島学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験関係 単位認定試験関係　平成30年度第2学期 徳島学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 学生主任 廃棄
2019 徳島学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験関係 単位認定試験関係　2019年度第1学期 徳島学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 学生主任 廃棄
2019 徳島学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験関係 単位認定試験関係　2019年度第2学期 徳島学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 学生主任 廃棄
2015 徳島学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験　受験状況連絡票・受験者名簿 平成２７年度単位認定試験　受験状況連絡票・受験者名簿 徳島学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 学生主任 廃棄
2016 徳島学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験　受験状況連絡票・受験者名簿 平成２８年度単位認定試験　受験状況連絡票・受験者名簿 徳島学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 学生主任 廃棄
2017 徳島学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験　受験状況連絡票・受験者名簿 平成29年度単位認定試験　受験状況連絡票・受験者名簿 徳島学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 学生主任 廃棄
2018 徳島学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験　受験状況連絡票・受験者名簿 平成30年度単位認定試験　受験状況連絡票・受験者名簿 徳島学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 学生主任 廃棄
2019 徳島学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験　受験状況連絡票・受験者名簿 2019年度単位認定試験　受験状況連絡票・受験者名簿 徳島学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 学生主任 廃棄
2015 徳島学習センター 図書・視聴 図書関係 図書関係　平成２７年度 徳島学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 広報主幹 廃棄
2016 徳島学習センター 図書・視聴 図書関係 図書関係　平成２８年度 徳島学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 広報主幹 廃棄
2017 徳島学習センター 図書・視聴 文献複写申込書 文献複写申込書　平成29年度 徳島学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 総務主任 廃棄
2018 徳島学習センター 図書・視聴 文献複写申込書 文献複写申込書　平成30年度 徳島学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 総務主任 廃棄
2019 徳島学習センター 図書・視聴 文献複写申込書 文献複写申込書　2019年度 徳島学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 総務主任 廃棄
2010 徳島学習センター 会計 ＥＴＣカード利用簿 ＥＴＣカード利用簿　平成２２年度 徳島学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 総務主任 廃棄
2011 徳島学習センター 会計 ＥＴＣカード利用簿 ＥＴＣカード利用簿　平成２３年度 徳島学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 総務主任 廃棄
2012 徳島学習センター 会計 ＥＴＣカード利用簿 ＥＴＣカード利用簿　平成２４年度 徳島学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 総務主任 廃棄
2013 徳島学習センター 会計 ＥＴＣカード利用簿 ETCカード利用簿　平成25年度 徳島学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 総務主任 廃棄
2014 徳島学習センター 会計 ＥＴＣカード利用簿 ETCカード利用簿　平成２６年度 徳島学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 総務主任 廃棄
2015 徳島学習センター 会計 ＥＴＣカード利用簿 ETCカード利用簿　平成２７年度 徳島学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 総務主任 廃棄
2016 徳島学習センター 会計 ＥＴＣカード利用簿 ＥＴＣカード利用簿　平成28年度 徳島学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 総務主任 廃棄
2017 徳島学習センター 会計 ＥＴＣカード利用簿 ＥＴＣカード利用簿　平成29年度 徳島学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 総務主任 廃棄
2018 徳島学習センター 会計 ＥＴＣカード利用簿 ＥＴＣカード利用簿　平成30年度 徳島学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 総務主任 廃棄
2019 徳島学習センター 会計 ＥＴＣカード利用簿 ＥＴＣカード利用簿　2019年度 徳島学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 総務主任 廃棄
2010 徳島学習センター 会計 運送料金確認報告書 運送料金確認報告書　平成２２年度 徳島学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 総務主任 廃棄
2011 徳島学習センター 会計 運送料金確認報告書 運送料金確認報告書　平成２３年度 徳島学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 総務主任 廃棄
2010 徳島学習センター 会計 学生教育研究災害傷害保険　領収書控・出納簿 学生教育研究災害傷害保険　領収書控・出納簿　平成２２年度 徳島学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 総務主任 廃棄
2011 徳島学習センター 会計 学生教育研究災害傷害保険　領収書控・出納簿 学生教育研究災害傷害保険　領収書控・出納簿　平成２３年度 徳島学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 総務主任 廃棄
2012 徳島学習センター 会計 学生教育研究災害傷害保険　領収書控・出納簿 学生教育研究災害傷害保険　領収書控・出納簿　平成２４年度 徳島学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 総務主任 廃棄
2013 徳島学習センター 会計 学生教育研究災害傷害保険　領収書控・出納簿 学生教育研究災害障害保険　領収書控・出納簿　平成25年度 徳島学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 総務主任 廃棄
2014 徳島学習センター 会計 学生教育研究災害傷害保険　領収書控・出納簿 学生教育研究災害障害保険　領収書控・出納簿　平成２６年度 徳島学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 総務主任 廃棄
2015 徳島学習センター 会計 学生教育研究災害傷害保険　領収書控・出納簿 学生教育研究災害障害保険　領収書控・出納簿　平成２７年度 徳島学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 総務主任 廃棄
2016 徳島学習センター 会計 学生教育研究災害傷害保険　領収書控・出納簿 学生教育研究災害障害保険　領収書・出納簿　平成28年度 徳島学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 総務主任 廃棄
2017 徳島学習センター 会計 学生教育研究災害傷害保険　領収書控・出納簿 学生教育研究災害障害保険　領収書・出納簿　平成29年度 徳島学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 総務主任 廃棄
2018 徳島学習センター 会計 学生教育研究災害傷害保険　領収書控・出納簿 学生教育研究災害障害保険　領収書・出納簿　平成30年度 徳島学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 総務主任 廃棄
2019 徳島学習センター 会計 学生教育研究災害傷害保険　領収書控・出納簿 学生教育研究災害障害保険　領収書・出納簿　2019年度 徳島学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 総務主任 廃棄



325/374

大分類 中分類
備考作成・取得年度等

文書分類
小分類 法人文書ファイル名 作成・取得者 起算日 保存期間

保存期間満了
時期

媒体の種別 保存場所 管理者 管理担当係等
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措置結果
2010 徳島学習センター 会計 切手受払簿 切手受払簿　平成２２年度 徳島学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 総務主任 廃棄
2011 徳島学習センター 会計 切手受払簿 切手受払簿　平成２３年度 徳島学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 総務主任 廃棄
2012 徳島学習センター 会計 切手受払簿 切手受払簿　平成２４年度 徳島学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 総務主任 廃棄
2013 徳島学習センター 会計 切手受払簿 切手受払簿　平成25年度 徳島学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 総務主任 廃棄
2014 徳島学習センター 会計 切手受払簿 切手受払簿　平成２６年度 徳島学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 総務主任 廃棄
2015 徳島学習センター 会計 切手受払簿 切手受払簿　平成２７年度 徳島学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 総務主任 廃棄
2016 徳島学習センター 会計 切手受払簿 切手受払簿　平成28年度 徳島学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 総務主任 廃棄
2017 徳島学習センター 会計 切手受払簿 切手受払簿　平成29年度 徳島学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 総務主任 廃棄
2018 徳島学習センター 会計 切手受払簿 切手受払簿　平成30年度 徳島学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 総務主任 廃棄
2019 徳島学習センター 会計 切手受払簿 切手受払簿　2019年度 徳島学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 総務主任 廃棄
2011 徳島学習センター 会計 月例報告 月例報告　平成２３年度 徳島学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 総務主任 廃棄
2012 徳島学習センター 会計 月例報告 月例報告　平成２４年度① 徳島学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 総務主任 廃棄
2012 徳島学習センター 会計 月例報告 月例報告　平成２４年度② 徳島学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 総務主任 廃棄
2013 徳島学習センター 会計 月例報告 月例報告　平成２５年度① 徳島学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 総務主任 廃棄
2013 徳島学習センター 会計 月例報告 月例報告　平成２５年度② 徳島学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 総務主任 廃棄
2014 徳島学習センター 会計 月例報告 月例報告　平成２６年度① 徳島学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 総務主任 廃棄
2014 徳島学習センター 会計 月例報告 月例報告　平成２６年度② 徳島学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 総務主任 廃棄
2015 徳島学習センター 会計 月例報告 月例報告　平成２７年度① 徳島学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 総務主任 廃棄
2015 徳島学習センター 会計 月例報告 月例報告　平成２７年度② 徳島学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 総務主任 廃棄
2016 徳島学習センター 会計 月例報告 月例報告　平成28年度① 徳島学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 総務主任 廃棄
2016 徳島学習センター 会計 月例報告 月例報告　平成28年度② 徳島学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 総務主任 廃棄
2017 徳島学習センター 会計 月例報告 月例報告　平成29年度① 徳島学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 総務主任 廃棄
2017 徳島学習センター 会計 月例報告 月例報告　平成29年度② 徳島学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 総務主任 廃棄
2018 徳島学習センター 会計 月例報告 月例報告　平成30年度① 徳島学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 総務主任 廃棄
2018 徳島学習センター 会計 月例報告 月例報告　平成30年度② 徳島学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 総務主任 廃棄
2019 徳島学習センター 会計 月例報告 月例報告　2019年度① 徳島学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 総務主任 廃棄
2019 徳島学習センター 会計 月例報告 月例報告　2019年度② 徳島学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 総務主任 廃棄
2010 徳島学習センター 会計 現金払込書 現金払込書　平成２２年度 徳島学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 総務主任 廃棄
2011 徳島学習センター 会計 現金払込書 現金払込書　平成２３年度 徳島学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 総務主任 廃棄
2012 徳島学習センター 会計 現金払込書 現金払込書　平成２４年度 徳島学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 総務主任 廃棄
2013 徳島学習センター 会計 現金払込書 現金払込書　平成２５年度 徳島学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 総務主任 廃棄
2014 徳島学習センター 会計 現金払込書 現金払込書　平成２６年度 徳島学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 総務主任 廃棄
2015 徳島学習センター 会計 現金払込書 現金払込書　平成２７年度 徳島学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 総務主任 廃棄
2016 徳島学習センター 会計 現金払込書 現金払込書　平成28年度 徳島学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 総務主任 廃棄
2017 徳島学習センター 会計 現金払込書 現金払込書　平成29年度 徳島学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 総務主任 廃棄
2018 徳島学習センター 会計 現金払込書 現金払込書　平成30年度 徳島学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 総務主任 廃棄
2019 徳島学習センター 会計 現金払込書 現金払込書　2019年度 徳島学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 総務主任 廃棄
2010 徳島学習センター 会計 支払伝票 支払伝票　平成２２年度 徳島学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 総務主任 廃棄
2011 徳島学習センター 会計 支払伝票 支払伝票　平成２３年度 徳島学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 総務主任 廃棄
2010 徳島学習センター 会計 収入金金種票 収入金金種票　平成２２年度 徳島学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 総務主任 廃棄
2011 徳島学習センター 会計 収入金金種票 収入金金種票　平成２３年度 徳島学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 総務主任 廃棄
2012 徳島学習センター 会計 収入金金種票 収入金金種票　平成２４年度 徳島学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 総務主任 廃棄
2013 徳島学習センター 会計 収入金金種票 収入金金種票　平成２５年度 徳島学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 総務主任 廃棄
2014 徳島学習センター 会計 収入金金種票 収入金金種票　平成２６年度 徳島学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 総務主任 廃棄
2015 徳島学習センター 会計 収入金金種票 収入金金種票　平成２７年度 徳島学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 総務主任 廃棄
2016 徳島学習センター 会計 収入金金種票 収入金金種票　平成28年度 徳島学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 総務主任 廃棄
2017 徳島学習センター 会計 収入金金種票 収入金金種票　平成29年度 徳島学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 総務主任 廃棄
2018 徳島学習センター 会計 収入金金種票 収入金金種票　平成30年度 徳島学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 総務主任 廃棄
2010 徳島学習センター 会計 前渡資金出納簿 前渡資金・出納簿　平成２２年度 徳島学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 総務主任 廃棄
2011 徳島学習センター 会計 前渡資金・出納簿 前渡資金・出納簿　平成２３年度 徳島学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 総務主任 廃棄
2010 徳島学習センター 会計 タクシー利用簿 タクシー利用簿　平成２２年度 徳島学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 総務主任 廃棄
2011 徳島学習センター 会計 タクシー利用簿 タクシー利用簿　平成２３年度 徳島学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 総務主任 廃棄
2012 徳島学習センター 会計 タクシー利用簿 タクシー利用簿　平成２４年度 徳島学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 総務主任 廃棄
2013 徳島学習センター 会計 タクシー利用簿 タクシー利用簿　平成25年度 徳島学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 総務主任 廃棄
2014 徳島学習センター 会計 タクシー利用簿 タクシー利用簿　平成26年度 徳島学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 総務主任 廃棄
2015 徳島学習センター 会計 タクシー利用簿 タクシー利用簿　平成27年度 徳島学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 総務主任 廃棄
2011 徳島学習センター 会計 物品・修繕・役務等請求票・伺書（控） 物品・修繕・役務等請求票・伺書（控）　平成２３年度 徳島学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 総務主任 廃棄
2010 徳島学習センター 会計 物品取得等請求書 物品取得等請求書　平成２２年度 徳島学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 総務主任 廃棄
2015 徳島学習センター 会計 不動産使用申請関係 不動産使用申請関係　平成２７年度 徳島学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 事務長 廃棄
2016 徳島学習センター 会計 不動産使用申請関係 不動産使用申請関係　平成28年度 徳島学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 事務長 廃棄
2017 徳島学習センター 会計 不動産使用申請関係 不動産使用申請関係　平成29年度 徳島学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 事務長 廃棄
2018 徳島学習センター 会計 不動産使用申請関係 不動産使用申請関係　平成30年度 徳島学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 事務長 廃棄
2019 徳島学習センター 会計 不動産使用申請関係 不動産使用申請関係　2019年度 徳島学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 事務長 廃棄
2010 徳島学習センター 会計 文献複写月例報告書綴り 文献複写月例報告書綴り　平成２２年度 徳島学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 総務主任 廃棄
2011 徳島学習センター 会計 文献複写月例報告書綴り 文献複写月例報告書綴り　平成２３年度 徳島学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 総務主任 廃棄
2010 徳島学習センター 会計 放送大学販売物品注文書 放送大学販売物品注文書　平成２２年度 徳島学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 総務主任 廃棄
2011 徳島学習センター 会計 放送大学販売物品注文書 放送大学販売物品注文書　平成２３年度 徳島学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 総務主任 廃棄
2012 徳島学習センター 会計 放送大学販売物品注文書 放送大学販売物品注文書　平成２４年度 徳島学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 総務主任 廃棄
2013 徳島学習センター 会計 放送大学販売物品注文書 放送大学販売物品注文書　平成２５年度 徳島学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 総務主任 廃棄
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措置結果
2014 徳島学習センター 会計 放送大学販売物品注文書 放送大学販売物品注文書　平成２６年度 徳島学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 総務主任 廃棄
2015 徳島学習センター 会計 放送大学販売物品注文書 放送大学販売物品注文書　平成２７年度 徳島学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 総務主任 廃棄
2016 徳島学習センター 会計 放送大学販売物品注文書 放送大学販売物品注文書　平成28年度 徳島学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 総務主任 廃棄
2017 徳島学習センター 会計 放送大学販売物品注文書 放送大学販売物品注文書　平成29年度 徳島学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 総務主任 廃棄
2018 徳島学習センター 会計 放送大学販売物品注文書 放送大学販売物品注文書　平成30年度 徳島学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 総務主任 廃棄
2019 徳島学習センター 会計 放送大学販売物品注文書 放送大学販売物品注文書　2019年度 徳島学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 総務主任 廃棄
2010 徳島学習センター 会計 本部送付（支払）関係　物品・役務・広告等 本部送付（支払）関係　物品・役務・広告等　平成２２年度 徳島学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 総務主任 廃棄
2011 徳島学習センター 会計 本部送付（支払）関係　物品・役務・広告等 本部送付（支払）関係　物品・役務・広告等　平成２３年度① 徳島学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 総務主任 廃棄
2011 徳島学習センター 会計 本部送付（支払）関係　物品・役務・広告等 本部送付（支払）関係　物品・役務・広告等　平成２３年度② 徳島学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 総務主任 廃棄
2012 徳島学習センター 会計 本部送付（支払）関係　物品・役務・広告等 本部送付（支払）関係　物品・役務・広告等　平成２４年度 徳島学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 総務主任 廃棄
2013 徳島学習センター 会計 本部送付（支払）関係　物品・役務・広告等 本部送付（支払）関係　物品・役務・広告等　平成25年度 徳島学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 総務主任 廃棄
2014 徳島学習センター 会計 本部送付（支払）関係　物品・役務・広告等 本部送付（支払）関係　物品・役務・広告等　平成26年度 徳島学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 総務主任 廃棄
2015 徳島学習センター 会計 本部送付（支払）関係　物品・役務・広告等 本部送付（支払）関係　物品・役務・広告等　平成27年度 徳島学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 総務主任 廃棄
2016 徳島学習センター 会計 本部送付（支払）関係　物品・役務・広告等 本部送付（支払）関係　物品・役務・広告等　平成28年度 徳島学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 総務主任 廃棄
2017 徳島学習センター 会計 本部送付（支払）関係　物品・役務・広告等 本部送付（支払）関係　　平成29年度 徳島学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 総務主任 廃棄
2018 徳島学習センター 会計 本部送付（支払）関係　物品・役務・広告等 本部送付（支払）関係　　平成30年度 徳島学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 総務主任 廃棄
2019 徳島学習センター 会計 本部送付（支払）関係　物品・役務・広告等 本部送付（支払）関係　　2019年度 徳島学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 総務主任 廃棄
2010 徳島学習センター 会計 現金出納簿 現金出納簿　平成２２年度 徳島学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 総務主任 廃棄
2011 徳島学習センター 会計 現金出納簿 現金出納簿　平成２３年度 徳島学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 総務主任 廃棄
2012 徳島学習センター 会計 現金出納簿 現金出納簿　平成２４年度 徳島学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 総務主任 廃棄
2013 徳島学習センター 会計 現金出納簿 現金出納簿　平成２５年度 徳島学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 総務主任 廃棄
2014 徳島学習センター 会計 現金出納簿 現金出納簿　平成２６年度 徳島学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 総務主任 廃棄
2015 徳島学習センター 会計 現金出納簿 現金出納簿　平成２７年度 徳島学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 総務主任 廃棄
2016 徳島学習センター 会計 現金出納簿 現金出納簿　平成28年度 徳島学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 総務主任 廃棄
2017 徳島学習センター 会計 現金出納簿 現金出納簿　平成29年度 徳島学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 総務主任 廃棄
2018 徳島学習センター 会計 現金出納簿 現金出納簿　平成30年度 徳島学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 総務主任 廃棄
2019 徳島学習センター 会計 現金出納簿 現金出納簿　2019年度 徳島学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 総務主任 廃棄
2010 徳島学習センター 会計 面接授業追加登録入学者一覧表 面接授業追加登録入金者一覧表　平成２２年度 徳島学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 総務主任 廃棄
2011 徳島学習センター 会計 面接授業追加登録入学者一覧表 面接授業追加登録入金者一覧表　平成２３年度 徳島学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 総務主任 廃棄
2012 徳島学習センター 会計 面接授業追加登録入学者一覧表 面接授業追加登録入金者一覧表　平成２４年度 徳島学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 総務主任 廃棄
2013 徳島学習センター 会計 面接授業追加登録入学者一覧表 面接授業追加登録入学者一覧表　平成２５年度 徳島学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 総務主任 廃棄
2014 徳島学習センター 会計 面接授業追加登録入学者一覧表 面接授業追加登録入学者一覧表　平成２６年度 徳島学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 総務主任 廃棄
2015 徳島学習センター 会計 面接授業追加登録入学者一覧表 面接授業追加登録入学者一覧表　平成２７年度 徳島学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 総務主任 廃棄
2016 徳島学習センター 会計 面接授業追加登録入学者一覧表 面接授業追加登録入学者一覧表  平成28年度 徳島学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 総務主任 廃棄
2017 徳島学習センター 会計 面接授業追加登録入学者一覧表 面接授業追加登録入学者一覧表  平成29年度 徳島学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 総務主任 廃棄
2018 徳島学習センター 会計 面接授業追加登録入学者一覧表 面接授業追加登録入学者一覧表  平成30年度 徳島学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 総務主任 廃棄
2019 徳島学習センター 会計 面接授業追加登録入学者一覧表 面接授業追加登録入学者一覧表  2019年度 徳島学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 総務主任 廃棄
2010 徳島学習センター 会計 郵便料金確認報告書 郵便料金確認報告書　平成２２年度 徳島学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 総務主任 廃棄
2011 徳島学習センター 会計 郵便料金確認報告書 郵便料金確認報告書　平成２３年度 徳島学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 総務主任 廃棄
2015 徳島学習センター 出願 出願関係 出願関係　平成２７年度 徳島学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 学生主任 廃棄
2016 徳島学習センター 出願 出願関係 出願関係　平成２８年度 徳島学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 学生主任 廃棄
2017 徳島学習センター 出願 出願関係 出願関係　平成29年度 徳島学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 学生主任 廃棄
2018 徳島学習センター 出願 出願関係 出願関係　平成30年度 徳島学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 学生主任 廃棄
2019 徳島学習センター 出願 出願関係 出願関係　2019年度 徳島学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 徳島学習センター 徳島学習センター事務長 学生主任 廃棄
1991 香川学習センター 式典 香川ビデオ学習センター開所式 香川ビデオ学習センター開所式 香川学習センター事務長 1992/4/1 無期限 紙 香川学習センター 香川学習センター事務長 廃棄
2000 香川学習センター 式典 香川学習センター合築棟竣工記念式典 香川学習センター合築棟竣工記念式典 香川学習センター事務長 2001/4/1 無期限 紙 香川学習センター 香川学習センター事務長 廃棄
2017 香川学習センター 広報 機関紙「息吹」 機関紙「息吹」（平成13年度　～　　　　　　） 香川学習センター事務長 2018/4/1 無期限 紙 香川学習センター 香川学習センター事務長 廃棄
2017 香川学習センター 広報 学習センター利用の手引 学習センター利用の手引（平成１６年度　～　　　　　） 香川学習センター事務長 2018/4/1 無期限 紙 香川学習センター 香川学習センター事務長 廃棄
2010 香川学習センター 式典 学位記授与式・入学者の集い 学位記授与式・入学者の集い（平成22年度） 香川学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 香川学習センター 香川学習センター事務長 廃棄
2011 香川学習センター 式典 学位記授与式・入学者の集い 学位記授与式・入学者の集い（平成23年度） 香川学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 香川学習センター 香川学習センター事務長 廃棄
2012 香川学習センター 式典 学位記授与式・入学者の集い 学位記授与式・入学者の集い（平成24年度） 香川学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 香川学習センター 香川学習センター事務長 廃棄
2013 香川学習センター 式典 学位記授与式・入学者の集い 学位記授与式・入学者の集い（平成25年度） 香川学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 香川学習センター 香川学習センター事務長 廃棄
2014 香川学習センター 式典 学位記授与式・入学者の集い 学位記授与式・入学者の集い（平成26年度） 香川学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 香川学習センター 香川学習センター事務長 廃棄
2015 香川学習センター 式典 学位記授与式・入学者の集い 学位記授与式・入学者の集い（平成27年度） 香川学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 香川学習センター 香川学習センター事務長 廃棄
2016 香川学習センター 式典 学位記授与式・入学者の集い 学位記授与式・入学者の集い（平成28年度） 香川学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 香川学習センター 香川学習センター事務長 廃棄
2017 香川学習センター 式典 学位記授与式・入学者の集い 学位記授与式・入学者の集い（平成29年度） 香川学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 香川学習センター 香川学習センター事務長 廃棄
2018 香川学習センター 式典 学位記授与式・入学者の集い 学位記授与式・入学者の集い（平成30年度） 香川学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 香川学習センター 香川学習センター事務長 廃棄
2019 香川学習センター 式典 学位記授与式・入学者の集い 学位記授与式・入学者の集い（平成31年度） 香川学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 香川学習センター 香川学習センター事務長 廃棄
2017 香川学習センター 管理運営 危機管理マニュアル関係綴 危機管理マニュアル関係綴（平成29年度） 香川学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 香川学習センター 香川学習センター事務長 廃棄
2018 香川学習センター 管理運営 危機管理マニュアル関係綴 危機管理マニュアル関係綴（平成30年度） 香川学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 香川学習センター 香川学習センター事務長 廃棄
2019 香川学習センター 管理運営 危機管理マニュアル関係綴 危機管理マニュアル関係綴（平成31年度） 香川学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 香川学習センター 香川学習センター事務長 廃棄
2015 香川学習センター 人事 身上調書 身上調書（平成27年度） 香川学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 香川学習センター 香川学習センター事務長 廃棄
2016 香川学習センター 人事 身上調書 身上調書（平成28年度） 香川学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 香川学習センター 香川学習センター事務長 廃棄
2017 香川学習センター 人事 身上調書 身上調書（平成29年度） 香川学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 香川学習センター 香川学習センター事務長 廃棄
2018 香川学習センター 人事 身上調書 身上調書（平成30年度） 香川学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 香川学習センター 香川学習センター事務長 廃棄
2019 香川学習センター 人事 身上調書 身上調書（平成31年度） 香川学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 香川学習センター 香川学習センター事務長 廃棄
2015 香川学習センター 人事 人事事務処理関係 人事事務処理関係（平成27年度） 香川学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 香川学習センター 香川学習センター事務長 廃棄
2016 香川学習センター 人事 人事事務処理関係 人事事務処理関係（平成28年度） 香川学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 香川学習センター 香川学習センター事務長 廃棄
2017 香川学習センター 人事 人事事務処理関係 人事事務処理関係（平成29年度） 香川学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 香川学習センター 香川学習センター事務長 廃棄
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2018 香川学習センター 人事 人事事務処理関係 人事事務処理関係（平成30年度）№1・№2 香川学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 香川学習センター 香川学習センター事務長 廃棄
2019 香川学習センター 人事 人事事務処理関係 人事事務処理関係（平成31年度）№1・№2 香川学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 香川学習センター 香川学習センター事務長 廃棄
2015 香川学習センター 人事 非常勤講師面接授業委嘱依頼関係 非常勤講師面接授業委嘱依頼関係〈平成27年） 香川学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 香川学習センター 香川学習センター事務長 廃棄
2016 香川学習センター 人事 非常勤講師面接授業委嘱依頼関係 非常勤講師面接授業委嘱依頼関係〈平成28年） 香川学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 香川学習センター 香川学習センター事務長 廃棄
2017 香川学習センター 人事 非常勤講師面接授業委嘱依頼関係 非常勤講師面接授業委嘱依頼関係〈平成29年） 香川学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 香川学習センター 香川学習センター事務長 廃棄
2018 香川学習センター 人事 非常勤講師面接授業委嘱依頼関係 非常勤講師面接授業委嘱依頼関係〈平成30年） 香川学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 香川学習センター 香川学習センター事務長 廃棄
2019 香川学習センター 人事 非常勤講師面接授業委嘱依頼関係 非常勤講師面接授業委嘱依頼関係〈平成31年） 香川学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 香川学習センター 香川学習センター事務長 廃棄
2015 香川学習センター 広報 広報関係 広報関係（平成27年度第1学期） 香川学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 香川学習センター 香川学習センター事務長 廃棄
2015 香川学習センター 広報 広報関係 広報関係（平成27年度第2学期） 香川学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 香川学習センター 香川学習センター事務長 廃棄
2016 香川学習センター 広報 広報関係 広報関係（平成28年度第1学期） 香川学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 香川学習センター 香川学習センター事務長 廃棄
2016 香川学習センター 広報 広報関係 広報関係（平成28年度第2学期） 香川学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 香川学習センター 香川学習センター事務長 廃棄
2017 香川学習センター 広報 広報関係 広報関係（平成29年度第1学期） 香川学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 香川学習センター 香川学習センター事務長 廃棄
2017 香川学習センター 広報 広報関係 広報関係（平成29年度第2学期） 香川学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 香川学習センター 香川学習センター事務長 廃棄
2018 香川学習センター 広報 広報関係 広報関係（平成30年度第1学期） 香川学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 香川学習センター 香川学習センター事務長 廃棄
2018 香川学習センター 広報 広報関係 広報関係（平成30年度第2学期） 香川学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 香川学習センター 香川学習センター事務長 廃棄
2019 香川学習センター 広報 広報関係 広報関係（平成31度第1学期） 香川学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 香川学習センター 香川学習センター事務長 廃棄
2019 香川学習センター 広報 広報関係 広報関係（平成31度第2学期） 香川学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 香川学習センター 香川学習センター事務長 廃棄
2015 香川学習センター 広報 学生募集活動 学生募集活動（平成27年度第１学期） 香川学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 香川学習センター 香川学習センター事務長 廃棄
2015 香川学習センター 広報 学生募集活動 学生募集活動（平成27年度第2学期） 香川学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 香川学習センター 香川学習センター事務長 廃棄
2016 香川学習センター 広報 学生募集活動 学生募集活動（平成28年度第1学期） 香川学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 香川学習センター 香川学習センター事務長 廃棄
2016 香川学習センター 広報 学生募集活動 学生募集活動（平成28年度第2学期） 香川学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 香川学習センター 香川学習センター事務長 廃棄
2017 香川学習センター 広報 学生募集活動 学生募集活動（平成29年度第1学期） 香川学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 香川学習センター 香川学習センター事務長 廃棄
2017 香川学習センター 広報 学生募集活動 学生募集活動（平成29年度第2学期） 香川学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 香川学習センター 香川学習センター事務長 廃棄
2018 香川学習センター 広報 学生募集活動 学生募集活動（平成30年度第1学期） 香川学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 香川学習センター 香川学習センター事務長 廃棄
2018 香川学習センター 広報 学生募集活動 学生募集活動（平成30年度第2学期） 香川学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 香川学習センター 香川学習センター事務長 廃棄
2019 香川学習センター 広報 学生募集活動 学生募集活動（平成31年度第1学期） 香川学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 香川学習センター 香川学習センター事務長 廃棄
2019 香川学習センター 広報 学生募集活動 学生募集活動（平成31年度第2学期） 香川学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 香川学習センター 香川学習センター事務長 廃棄
2015 香川学習センター 広報 学生募集に係るDM関 学生募集に係るDM関係（平成27年度） 香川学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 香川学習センター 香川学習センター事務長 廃棄
2016 香川学習センター 広報 学生募集に係るDM関 学生募集に係るDM関係（平成28年度） 香川学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 香川学習センター 香川学習センター事務長 廃棄
2017 香川学習センター 広報 学生募集に係るDM関 学生募集に係るDM関係（平成29年度） 香川学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 香川学習センター 香川学習センター事務長 廃棄
2018 香川学習センター 広報 学生募集に係るDM関 学生募集に係るDM関係（平成30年度） 香川学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 香川学習センター 香川学習センター事務長 廃棄
2019 香川学習センター 広報 学生募集に係るDM関 学生募集に係るDM関係（平成31年度） 香川学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 香川学習センター 香川学習センター事務長 廃棄
2010 香川学習センター 庶務 法人文書ファイル管理簿等綴 法人文書ファイル管理簿等綴（平成22年） 香川学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 香川学習センター 香川学習センター事務長 廃棄
2011 香川学習センター 庶務 法人文書ファイル管理簿等綴 法人文書ファイル管理簿等綴（平成23年） 香川学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 香川学習センター 香川学習センター事務長 廃棄
2012 香川学習センター 庶務 法人文書ファイル管理簿等綴 法人文書ファイル管理簿等綴（平成24年） 香川学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 香川学習センター 香川学習センター事務長 廃棄
2013 香川学習センター 庶務 法人文書ファイル管理簿等綴 法人文書ファイル管理簿等綴（平成25年） 香川学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 香川学習センター 香川学習センター事務長 廃棄
2014 香川学習センター 庶務 法人文書ファイル管理簿等綴 法人文書ファイル管理簿等綴（平成26年） 香川学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 香川学習センター 香川学習センター事務長 廃棄
2015 香川学習センター 庶務 法人文書ファイル管理簿等綴 法人文書ファイル管理簿等綴（平成27年） 香川学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 香川学習センター 香川学習センター事務長 廃棄
2016 香川学習センター 庶務 法人文書ファイル管理簿等綴 法人文書ファイル管理簿等綴（平成28年） 香川学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 香川学習センター 香川学習センター事務長 廃棄
2017 香川学習センター 庶務 法人文書ファイル管理簿等綴 法人文書ファイル管理簿等綴（平成29年） 香川学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 香川学習センター 香川学習センター事務長 廃棄
2018 香川学習センター 庶務 法人文書ファイル管理簿等綴 法人文書ファイル管理簿等綴（平成30年） 香川学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 香川学習センター 香川学習センター事務長 廃棄
2019 香川学習センター 庶務 法人文書ファイル管理簿等綴 法人文書ファイル管理簿等綴（平成31年） 香川学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 香川学習センター 香川学習センター事務長 廃棄
2010 香川学習センター 庶務 旅行命令簿 旅行命令簿（平成22年） 香川学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 香川学習センター 香川学習センター事務長 廃棄
2011 香川学習センター 庶務 旅行命令簿 旅行命令簿（平成23年） 香川学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 香川学習センター 香川学習センター事務長 廃棄
2012 香川学習センター 庶務 旅行命令簿 旅行命令簿（平成24年） 香川学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 香川学習センター 香川学習センター事務長 廃棄
2010 香川学習センター 庶務 出張復命書 出張復命書（平成22年） 香川学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 香川学習センター 香川学習センター事務長 廃棄
2011 香川学習センター 庶務 出張復命書 出張復命書（平成23年） 香川学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 香川学習センター 香川学習センター事務長 廃棄
2012 香川学習センター 庶務 出張復命書 出張復命書（平成24年） 香川学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 香川学習センター 香川学習センター事務長 廃棄
2013 香川学習センター 庶務 旅費支給関係 旅費支給関係（平成25年） 香川学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 香川学習センター 香川学習センター事務長 廃棄
2014 香川学習センター 庶務 旅費支給関係 旅費支給関係（平成26年） 香川学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 香川学習センター 香川学習センター事務長 廃棄
2015 香川学習センター 庶務 旅費支給関係 旅費支給関係（平成27年） 香川学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 香川学習センター 香川学習センター事務長 廃棄
2016 香川学習センター 庶務 旅費支給関係 旅費支給関係（平成28年） 香川学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 香川学習センター 香川学習センター事務長 廃棄
2017 香川学習センター 庶務 旅費支給関係 旅費支給関係（平成29年） 香川学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 香川学習センター 香川学習センター事務長 廃棄
2018 香川学習センター 庶務 旅費支給関係 旅費支給関係（平成30年） 香川学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 香川学習センター 香川学習センター事務長 廃棄
2019 香川学習センター 庶務 旅費支給関係 旅費支給関係（平成31年） 香川学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 香川学習センター 香川学習センター事務長 廃棄
2017 香川学習センター 職員 出勤簿 出勤簿（平成29年度） 香川学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 香川学習センター 香川学習センター事務長 廃棄
2018 香川学習センター 職員 出勤簿 出勤簿（平成30年度） 香川学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 香川学習センター 香川学習センター事務長 廃棄
2019 香川学習センター 職員 出勤簿 出勤簿（平成31年度） 香川学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 香川学習センター 香川学習センター事務長 廃棄
2015 香川学習センター 職員 福利厚生関係 福利厚生関係（平成27年） 香川学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 香川学習センター 香川学習センター事務長 廃棄
2016 香川学習センター 職員 福利厚生関係 福利厚生関係（平成28年） 香川学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 香川学習センター 香川学習センター事務長 廃棄
2017 香川学習センター 職員 福利厚生関係 福利厚生関係（平成29年） 香川学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 香川学習センター 香川学習センター事務長 廃棄
2018 香川学習センター 職員 福利厚生関係 福利厚生関係（平成30年） 香川学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 香川学習センター 香川学習センター事務長 廃棄
2019 香川学習センター 職員 福利厚生関係 福利厚生関係（平成31年） 香川学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 香川学習センター 香川学習センター事務長 廃棄
2015 香川学習センター 面接授業 面接授業 面接授業（平成27年度第1学期・第2学期） 香川学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 香川学習センター 香川学習センター事務長 廃棄
2016 香川学習センター 面接授業 面接授業 面接授業（平成28年度第1学期・第2学期） 香川学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 香川学習センター 香川学習センター事務長 廃棄
2017 香川学習センター 面接授業 面接授業 面接授業（平成29年度第1学期・第2学期） 香川学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 香川学習センター 香川学習センター事務長 廃棄
2018 香川学習センター 面接授業 面接授業 面接授業（平成30年度第1学期・第2学期） 香川学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 香川学習センター 香川学習センター事務長 廃棄
2019 香川学習センター 面接授業 面接授業 面接授業（平成31年度第1学期・第2学期） 香川学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 香川学習センター 香川学習センター事務長 廃棄
2015 香川学習センター 教務関係 集団入学関係 集団入学関係（平成27年度第１学期・第２学期） 香川学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 香川学習センター 香川学習センター事務長 廃棄
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2016 香川学習センター 教務関係 集団入学関係 集団入学関係（平成28年度第１学期・第２学期） 香川学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 香川学習センター 香川学習センター事務長 廃棄
2017 香川学習センター 教務関係 集団入学関係 集団入学関係（平成29年度第１学期・第２学期） 香川学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 香川学習センター 香川学習センター事務長 廃棄
2018 香川学習センター 教務関係 集団入学関係 集団入学関係（平成30年度第１学期・第２学期） 香川学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 香川学習センター 香川学習センター事務長 廃棄
2019 香川学習センター 教務関係 集団入学関係 集団入学関係（平成31年度第１学期・第２学期） 香川学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 香川学習センター 香川学習センター事務長 廃棄
2015 香川学習センター 教務関係 夏期集中科目関係 平成27年度　学校図書館司書教諭　看護師資格取得講習 香川学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 香川学習センター 香川学習センター事務長 廃棄
2016 香川学習センター 教務関係 夏期集中科目関係 平成28年度　学校図書館司書教諭　看護師資格取得講習 香川学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 香川学習センター 香川学習センター事務長 廃棄
2017 香川学習センター 教務関係 夏期集中科目関係 平成29年度　学校図書館司書教諭　看護師資格取得講習 香川学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 香川学習センター 香川学習センター事務長 廃棄
2018 香川学習センター 教務関係 夏期集中科目関係 平成30年度　学校図書館司書教諭　看護師資格取得講習 香川学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 香川学習センター 香川学習センター事務長 廃棄
2019 香川学習センター 教務関係 夏期集中科目関係 平成31年度　学校図書館司書教諭　 香川学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 香川学習センター 香川学習センター事務長 廃棄
2015 香川学習センター 教務関係 教員免許等講習関係 教員免許等講習関係（平成27年度） 香川学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 香川学習センター 香川学習センター事務長 廃棄
2016 香川学習センター 教務関係 教員免許等講習関係 教員免許等講習関係（平成28年度） 香川学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 香川学習センター 香川学習センター事務長 廃棄
2017 香川学習センター 教務関係 教員免許等講習関係 教員免許等講習関係（平成29年度） 香川学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 香川学習センター 香川学習センター事務長 廃棄
2018 香川学習センター 教務関係 教員免許等講習関係 教員免許等講習関係（平成30年度） 香川学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 香川学習センター 香川学習センター事務長 廃棄
2019 香川学習センター 教務関係 教員免許等講習関係 教員免許等講習関係（平成31年度） 香川学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 香川学習センター 香川学習センター事務長 廃棄
2015 香川学習センター 教務関係 卒業研究・研究指導関係綴 卒業研究・研究指導関係綴（平成27年度） 香川学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 香川学習センター 香川学習センター事務長 廃棄
2016 香川学習センター 教務関係 卒業研究・研究指導関係綴 卒業研究・研究指導関係綴（平成28年度） 香川学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 香川学習センター 香川学習センター事務長 廃棄
2017 香川学習センター 教務関係 卒業研究・研究指導関係綴 卒業研究・研究指導関係綴（平成29年度） 香川学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 香川学習センター 香川学習センター事務長 廃棄
2018 香川学習センター 教務関係 卒業研究・研究指導関係綴 卒業研究・研究指導関係綴（平成30年度） 香川学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 香川学習センター 香川学習センター事務長 廃棄
2019 香川学習センター 教務関係 卒業研究・研究指導関係綴 卒業研究・研究指導関係綴（平成31年度） 香川学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 香川学習センター 香川学習センター事務長 廃棄
2017 香川学習センター 教務関係 双方向単位互換・特別聴講学生関係綴 双方向単位互換・特別聴講学生関係綴（平成29年度） 香川学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 香川学習センター 香川学習センター事務長 廃棄
2018 香川学習センター 教務関係 双方向単位互換・特別聴講学生関係綴 双方向単位互換・特別聴講学生関係綴（平成30年度） 香川学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 香川学習センター 香川学習センター事務長 廃棄
2019 香川学習センター 教務関係 双方向単位互換・特別聴講学生関係綴 双方向単位互換・特別聴講学生関係綴（平成31年度） 香川学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 香川学習センター 香川学習センター事務長 廃棄
2010 香川学習センター 学生関係 日本学生支援機構奨学生関係 日本学生支援機構・北野振興会奨学金綴（平成22年度） 香川学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 香川学習センター 香川学習センター事務長 廃棄
2011 香川学習センター 学生関係 日本学生支援機構奨学生関係 日本学生支援機構・北野振興会奨学金綴（平成23年度） 香川学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 香川学習センター 香川学習センター事務長 廃棄
2012 香川学習センター 学生関係 日本学生支援機構奨学生関係 日本学生支援機構・北野振興会奨学金綴（平成24年度） 香川学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 香川学習センター 香川学習センター事務長 廃棄
2013 香川学習センター 学生関係 日本学生支援機構奨学生関係 日本学生支援機構・北野振興会奨学金綴（平成25年度） 香川学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 香川学習センター 香川学習センター事務長 廃棄
2014 香川学習センター 学生関係 日本学生支援機構奨学生関係 日本学生支援機構・北野振興会奨学金綴（平成26年度） 香川学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 香川学習センター 香川学習センター事務長 廃棄
2015 香川学習センター 学生関係 日本学生支援機構奨学生関係 日本学生支援機構・北野振興会奨学金綴（平成27年度） 香川学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 香川学習センター 香川学習センター事務長 廃棄
2016 香川学習センター 学生関係 日本学生支援機構奨学生関係 日本学生支援機構・北野振興会奨学金綴（平成28年度） 香川学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 香川学習センター 香川学習センター事務長 廃棄
2017 香川学習センター 学生関係 日本学生支援機構奨学生関係 日本学生支援機構・北野振興会奨学金綴（平成29年度） 香川学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 香川学習センター 香川学習センター事務長 廃棄
2018 香川学習センター 学生関係 日本学生支援機構奨学生関係 日本学生支援機構・北野振興会奨学金綴（平成30年度） 香川学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 香川学習センター 香川学習センター事務長 廃棄
2019 香川学習センター 学生関係 日本学生支援機構奨学生関係 日本学生支援機構・北野振興会奨学金綴（平成31年度） 香川学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 香川学習センター 香川学習センター事務長 廃棄
2010 香川学習センター 学生関係 学生教育研究災害傷害保険関係 学生教育研究災害傷害保険関係（平成22年度） 香川学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 香川学習センター 香川学習センター事務長 廃棄
2011 香川学習センター 学生関係 学生教育研究災害傷害保険関係 学生教育研究災害傷害保険関係（平成23年度） 香川学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 香川学習センター 香川学習センター事務長 廃棄
2012 香川学習センター 学生関係 学生教育研究災害傷害保険関係 学生教育研究災害傷害保険関係（平成24年度） 香川学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 香川学習センター 香川学習センター事務長 廃棄
2013 香川学習センター 学生関係 学生教育研究災害傷害保険関係 学生教育研究災害傷害保険関係（平成25年度） 香川学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 香川学習センター 香川学習センター事務長 廃棄
2014 香川学習センター 学生関係 学生教育研究災害傷害保険関係 学生教育研究災害傷害保険関係（平成26年度） 香川学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 香川学習センター 香川学習センター事務長 廃棄
2015 香川学習センター 学生関係 学生教育研究災害傷害保険関係 学生教育研究災害傷害保険関係（平成27年度） 香川学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 香川学習センター 香川学習センター事務長 廃棄
2016 香川学習センター 学生関係 学生教育研究災害傷害保険関係 学生教育研究災害傷害保険関係（平成28年度） 香川学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 香川学習センター 香川学習センター事務長 廃棄
2017 香川学習センター 学生関係 学生教育研究災害傷害保険関係 学生教育研究災害傷害保険関係（平成29年度） 香川学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 香川学習センター 香川学習センター事務長 廃棄
2018 香川学習センター 学生関係 学生教育研究災害傷害保険関係 学生教育研究災害傷害保険関係（平成30年度） 香川学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 香川学習センター 香川学習センター事務長 廃棄
2019 香川学習センター 学生関係 学生教育研究災害傷害保険関係 学生教育研究災害傷害保険関係（平成31年度） 香川学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 香川学習センター 香川学習センター事務長 廃棄
2015 香川学習センター 学生関係 印刷教材関係 印刷教材関係（平成27年度） 香川学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 香川学習センター 香川学習センター事務長 廃棄
2016 香川学習センター 学生関係 印刷教材関係 印刷教材関係（平成28年度） 香川学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 香川学習センター 香川学習センター事務長 廃棄
2017 香川学習センター 学生関係 印刷教材関係 印刷教材関係（平成29年度） 香川学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 香川学習センター 香川学習センター事務長 廃棄
2018 香川学習センター 学生関係 印刷教材関係 印刷教材関係（平成30年度） 香川学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 香川学習センター 香川学習センター事務長 廃棄
2019 香川学習センター 学生関係 印刷教材関係 印刷教材関係（平成31年度） 香川学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 香川学習センター 香川学習センター事務長 廃棄
2016 香川学習センター 学生関係 学生団体関係綴 学生団体関係綴（平成24年度～平成28年度） 香川学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 香川学習センター 香川学習センター事務長 廃棄
2017 香川学習センター 学生関係 学生団体関係綴 学生団体関係綴（平成29年度） 香川学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 香川学習センター 香川学習センター事務長 廃棄
2018 香川学習センター 学生関係 学生団体関係綴 学生団体関係綴（平成30年度） 香川学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 香川学習センター 香川学習センター事務長 廃棄
2019 香川学習センター 学生関係 学生団体関係綴 学生団体関係綴（平成31年度） 香川学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 香川学習センター 香川学習センター事務長 廃棄
2017 香川学習センター 証明書 学割証等発行願綴 学割証等発行願綴（平成29年度） 香川学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 香川学習センター 香川学習センター事務長 廃棄
2018 香川学習センター 証明書 学割証等発行願綴 学割証等発行願綴（平成30年度） 香川学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 香川学習センター 香川学習センター事務長 廃棄
2019 香川学習センター 証明書 学割証等発行願綴 学割証等発行願綴（平成31年度） 香川学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 香川学習センター 香川学習センター事務長 廃棄
2015 香川学習センター 入試 大学院入学試験 大学院入学試験（平成27年度） 香川学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 香川学習センター 香川学習センター事務長 廃棄
2016 香川学習センター 入試 大学院入学試験 大学院入学試験（平成28年度） 香川学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 香川学習センター 香川学習センター事務長 廃棄
2017 香川学習センター 入試 大学院入学試験 大学院入学試験（平成29年度） 香川学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 香川学習センター 香川学習センター事務長 廃棄
2018 香川学習センター 入試 大学院入学試験 大学院入学試験（平成30年度） 香川学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 香川学習センター 香川学習センター事務長 廃棄
2019 香川学習センター 入試 大学院入学試験 大学院入学試験（平成31年度） 香川学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 香川学習センター 香川学習センター事務長 廃棄
2015 香川学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験 単位認定試験（平成27年度1・2学期） 香川学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 香川学習センター 香川学習センター事務長 廃棄
2016 香川学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験 単位認定試験（平成28年度1・2学期） 香川学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 香川学習センター 香川学習センター事務長 廃棄
2017 香川学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験 単位認定試験（平成29年度1・2学期） 香川学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 香川学習センター 香川学習センター事務長 廃棄
2018 香川学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験 単位認定試験（平成30年度1・2学期） 香川学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 香川学習センター 香川学習センター事務長 廃棄
2019 香川学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験 単位認定試験（平成31年度1・2学期） 香川学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 香川学習センター 香川学習センター事務長 廃棄
2017 香川学習センター 図書・視聴 図書館資料関係 図書館資料関係（平成29年度） 香川学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 香川学習センター 香川学習センター事務長 廃棄
2018 香川学習センター 図書・視聴 図書館資料関係 図書館資料関係（平成30年度） 香川学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 香川学習センター 香川学習センター事務長 廃棄
2019 香川学習センター 図書・視聴 図書館資料関係 図書館資料関係（平成31年度） 香川学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 香川学習センター 香川学習センター事務長 廃棄
2017 香川学習センター 図書・視聴 センター外施設関係 センター外施設関係（平成29年度） 香川学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 香川学習センター 香川学習センター事務長 廃棄
2018 香川学習センター 図書・視聴 センター外施設関係 センター外施設関係（平成30年度） 香川学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 香川学習センター 香川学習センター事務長 廃棄
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2019 香川学習センター 図書・視聴 センター外施設関係 センター外施設関係（平成31年度） 香川学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 香川学習センター 香川学習センター事務長 廃棄
2015 香川学習センター 会計 領収書控（諸証明書発行手数料） 領収書控（諸証明書発行手数料）（平成27年度） 香川学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 香川学習センター 香川学習センター事務長 廃棄
2016 香川学習センター 会計 領収書控（諸証明書発行手数料） 領収書控（諸証明書発行手数料）（平成28年度） 香川学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 香川学習センター 香川学習センター事務長 廃棄
2017 香川学習センター 会計 領収書控（諸証明書発行手数料） 領収書控（諸証明書発行手数料）（平成29年度） 香川学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 香川学習センター 香川学習センター事務長 廃棄
2018 香川学習センター 会計 領収書控（諸証明書発行手数料） 領収書控（諸証明書発行手数料）（平成30年度～） 香川学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 香川学習センター 香川学習センター事務長 廃棄
2015 香川学習センター 会計 領収書控（文献複写手数料） 領収書控（文献複写手数料）（平成27年度） 香川学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 香川学習センター 香川学習センター事務長 廃棄
2016 香川学習センター 会計 領収書控（文献複写手数料） 領収書控（文献複写手数料）（平成28年度） 香川学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 香川学習センター 香川学習センター事務長 廃棄
2017 香川学習センター 会計 領収書控（文献複写手数料） 領収書控（文献複写手数料）（平成29年度～） 香川学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 香川学習センター 香川学習センター事務長 廃棄
2018 香川学習センター 会計 領収書控（文献複写手数料） 領収書控（文献複写手数料）（平成30年度～） 香川学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 香川学習センター 香川学習センター事務長 廃棄
2010 香川学習センター 会計 現金出納簿 現金出納簿（平成22年度） 香川学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 香川学習センター 香川学習センター事務長 廃棄
2011 香川学習センター 会計 現金出納簿 現金出納簿（平成23年度） 香川学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 香川学習センター 香川学習センター事務長 廃棄
2012 香川学習センター 会計 現金出納簿 現金出納簿（平成24年度） 香川学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 香川学習センター 香川学習センター事務長 廃棄
2013 香川学習センター 会計 現金出納簿 現金出納簿（平成25年度） 香川学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 香川学習センター 香川学習センター事務長 廃棄
2014 香川学習センター 会計 現金出納簿 現金出納簿（平成26年度） 香川学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 香川学習センター 香川学習センター事務長 廃棄
2015 香川学習センター 会計 現金出納簿 現金出納簿（平成27年度） 香川学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 香川学習センター 香川学習センター事務長 廃棄
2016 香川学習センター 会計 現金出納簿 現金出納簿（平成28年度） 香川学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 香川学習センター 香川学習センター事務長 廃棄
2017 香川学習センター 会計 現金出納簿 現金出納簿（平成29年度） 香川学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 香川学習センター 香川学習センター事務長 廃棄
2018 香川学習センター 会計 現金出納簿 現金出納簿（平成30年度） 香川学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 香川学習センター 香川学習センター事務長 廃棄
2019 香川学習センター 会計 現金出納簿 現金出納簿（平成31年度） 香川学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 香川学習センター 香川学習センター事務長 廃棄
2010 香川学習センター 会計 出納員・現金払込 出納員・現金払込（平成22年度） 香川学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 香川学習センター 香川学習センター事務長 廃棄
2011 香川学習センター 会計 出納員・現金払込 出納員・現金払込（平成23年度） 香川学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 香川学習センター 香川学習センター事務長 廃棄
2012 香川学習センター 会計 出納員・現金払込 出納員・現金払込（平成24年度） 香川学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 香川学習センター 香川学習センター事務長 廃棄
2013 香川学習センター 会計 出納員・現金払込 出納員・現金払込（平成25年度） 香川学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 香川学習センター 香川学習センター事務長 廃棄
2014 香川学習センター 会計 出納員・現金払込 出納員・現金払込（平成26年度） 香川学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 香川学習センター 香川学習センター事務長 廃棄
2015 香川学習センター 会計 出納員・現金払込 出納員・現金払込（平成27年度） 香川学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 香川学習センター 香川学習センター事務長 廃棄
2016 香川学習センター 会計 出納員・現金払込 出納員・現金払込（平成28年度） 香川学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 香川学習センター 香川学習センター事務長 廃棄
2017 香川学習センター 会計 出納員・現金払込 出納員・現金払込（平成29年度） 香川学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 香川学習センター 香川学習センター事務長 廃棄
2018 香川学習センター 会計 出納員・現金払込 出納員・現金払込（平成30年度） 香川学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 香川学習センター 香川学習センター事務長 廃棄
2019 香川学習センター 会計 出納員・現金払込 出納員・現金払込（平成31年度） 香川学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 香川学習センター 香川学習センター事務長 廃棄
2010 香川学習センター 会計 前渡資金要求書・精算書 前渡資金要求書・精算書（平成22年度） 香川学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 香川学習センター 香川学習センター事務長 廃棄
2011 香川学習センター 会計 前渡資金要求書・精算書 前渡資金要求書・精算書（平成23年度） 香川学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 香川学習センター 香川学習センター事務長 廃棄
2012 香川学習センター 会計 前渡資金要求書・精算書 前渡資金要求書・精算書（平成24年度） 香川学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 香川学習センター 香川学習センター事務長 廃棄
2013 香川学習センター 会計 前渡資金要求書・精算書 前渡資金要求書・精算書（平成25年度） 香川学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 香川学習センター 香川学習センター事務長 廃棄
2010 香川学習センター 会計 前渡資金出納簿 前渡資金出納簿（平成22年度） 香川学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 香川学習センター 香川学習センター事務長 廃棄
2011 香川学習センター 会計 前渡資金出納簿 前渡資金出納簿（平成23年度） 香川学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 香川学習センター 香川学習センター事務長 廃棄
2012 香川学習センター 会計 前渡資金出納簿 前渡資金出納簿（平成24年度） 香川学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 香川学習センター 香川学習センター事務長 廃棄
2013 香川学習センター 会計 前渡資金出納簿 前渡資金出納簿（平成25年度） 香川学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 香川学習センター 香川学習センター事務長 廃棄
2014 香川学習センター 会計 前渡資金出納簿 前渡資金出納簿（平成26年度） 香川学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 香川学習センター 香川学習センター事務長 廃棄
2015 香川学習センター 会計 前渡資金出納簿 前渡資金出納簿（平成27年度） 香川学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 香川学習センター 香川学習センター事務長 廃棄
2016 香川学習センター 会計 前渡資金出納簿 前渡資金出納簿（平成28年度） 香川学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 香川学習センター 香川学習センター事務長 廃棄
2017 香川学習センター 会計 前渡資金出納簿 前渡資金出納簿（平成29年度） 香川学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 香川学習センター 香川学習センター事務長 廃棄
2018 香川学習センター 会計 前渡資金出納簿 前渡資金出納簿（平成30年度） 香川学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 香川学習センター 香川学習センター事務長 廃棄
2019 香川学習センター 会計 前渡資金出納簿 前渡資金出納簿（平成31年度） 香川学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 香川学習センター 香川学習センター事務長 廃棄
2010 香川学習センター 会計 予算示達書 予算示達書（平成22年度） 香川学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 香川学習センター 香川学習センター事務長 廃棄
2011 香川学習センター 会計 予算示達書 予算示達書（平成23年度） 香川学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 香川学習センター 香川学習センター事務長 廃棄
2010 香川学習センター 会計 予算執行計画書 予算執行計画書（平成22年度） 香川学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 香川学習センター 香川学習センター事務長 廃棄
2011 香川学習センター 会計 予算執行計画書 予算執行計画書（平成23年度） 香川学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 香川学習センター 香川学習センター事務長 廃棄
2012 香川学習センター 会計 予算関係綴 予算関係綴（平成24年度） 香川学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 香川学習センター 香川学習センター事務長 廃棄
2013 香川学習センター 会計 予算関係綴 予算関係綴（平成25年度） 香川学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 香川学習センター 香川学習センター事務長 廃棄
2014 香川学習センター 会計 予算関係綴 予算関係綴（平成26年度） 香川学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 香川学習センター 香川学習センター事務長 廃棄
2015 香川学習センター 会計 予算関係綴 予算関係綴（平成27年度） 香川学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 香川学習センター 香川学習センター事務長 廃棄
2016 香川学習センター 会計 予算関係綴 予算関係綴（平成28年度） 香川学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 香川学習センター 香川学習センター事務長 廃棄
2017 香川学習センター 会計 予算関係綴 予算関係綴（平成29年度） 香川学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 香川学習センター 香川学習センター事務長 廃棄
2018 香川学習センター 会計 予算関係綴 予算関係綴（平成30年度） 香川学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 香川学習センター 香川学習センター事務長 廃棄
2019 香川学習センター 会計 予算関係綴 予算関係綴（平成31年度） 香川学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 香川学習センター 香川学習センター事務長 廃棄
2010 香川学習センター 会計 物品取得及び修繕（役務）請求書 物品取得及び修繕（役務）請求書（平成22年度） 香川学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 香川学習センター 香川学習センター事務長 廃棄
2011 香川学習センター 会計 物品取得及び修繕（役務）請求書 物品取得及び修繕（役務）請求書（平成23年度） 香川学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 香川学習センター 香川学習センター事務長 廃棄
2011 香川学習センター 会計 物品管理状況報告書 物品管理関係綴（平成23年度） 香川学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 香川学習センター 香川学習センター事務長 廃棄
2012 香川学習センター 会計 物品管理状況報告書 物品管理関係綴（平成24年度） 香川学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 香川学習センター 香川学習センター事務長 廃棄
2014 香川学習センター 会計 物品管理状況報告書 物品管理関係綴（平成26年度） 香川学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 香川学習センター 香川学習センター事務長 廃棄
2015 香川学習センター 会計 物品管理状況報告書 物品管理関係綴（平成27年度） 香川学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 香川学習センター 香川学習センター事務長 廃棄
2016 香川学習センター 会計 物品管理状況報告書 物品管理関係綴（平成28年度） 香川学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 香川学習センター 香川学習センター事務長 廃棄
2017 香川学習センター 会計 物品管理状況報告書 物品管理関係綴（平成29年度） 香川学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 香川学習センター 香川学習センター事務長 廃棄
2018 香川学習センター 会計 物品管理状況報告書 物品管理関係綴（平成30年度） 香川学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 香川学習センター 香川学習センター事務長 廃棄
2019 香川学習センター 会計 物品管理状況報告書 物品管理関係綴（平成31年度） 香川学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 香川学習センター 香川学習センター事務長 廃棄
2010 香川学習センター 会計 支払済額報告書 支払済額報告書（平成22年度） 香川学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 香川学習センター 香川学習センター事務長 廃棄
2011 香川学習センター 会計 支払済額報告書 支払済額報告書（平成23年度） 香川学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 香川学習センター 香川学習センター事務長 廃棄
2010 香川学習センター 会計 支払伝票 支払伝票（平成22年度） 香川学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 香川学習センター 香川学習センター事務長 廃棄
2011 香川学習センター 会計 支払伝票 支払伝票（平成23年度） 香川学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 香川学習センター 香川学習センター事務長 廃棄
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2012 香川学習センター 会計 購入依頼書等綴 平成24年度購入依頼書等綴（Ｎｏ．１、ＮＯ．２） 香川学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 香川学習センター 香川学習センター事務長 廃棄
2013 香川学習センター 会計 購入依頼書等綴 平成25年度購入依頼書等綴（Ｎｏ．１、ＮＯ．２） 香川学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 香川学習センター 香川学習センター事務長 廃棄
2014 香川学習センター 会計 購入依頼書等綴 平成26年度購入依頼書等綴（Ｎｏ．１、ＮＯ．２） 香川学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 香川学習センター 香川学習センター事務長 廃棄
2015 香川学習センター 会計 購入依頼書等綴 平成27年度購入依頼書等綴（Ｎｏ．１、ＮＯ．２） 香川学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 香川学習センター 香川学習センター事務長 廃棄
2016 香川学習センター 会計 購入依頼書等綴 平成28年度購入依頼書等綴（Ｎｏ．１、ＮＯ．２） 香川学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 香川学習センター 香川学習センター事務長 廃棄
2017 香川学習センター 会計 購入依頼書等綴 平成29年度購入依頼書等綴（Ｎｏ．１、ＮＯ．２） 香川学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 香川学習センター 香川学習センター事務長 廃棄
2018 香川学習センター 会計 購入依頼書等綴 平成30年度購入依頼書等綴（Ｎｏ．１、ＮＯ．２） 香川学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 香川学習センター 香川学習センター事務長 廃棄
2019 香川学習センター 会計 購入依頼書等綴 平成31年度購入依頼書等綴（Ｎｏ．１、ＮＯ．２） 香川学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 香川学習センター 香川学習センター事務長 廃棄
1995 愛媛学習センター 式典 学習センター開所式 学習センター開所式 愛媛学習センター事務長 1996/4/1 無期限 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2005 愛媛学習センター 式典 合築棟竣工記念式典 合築棟竣工記念式典 愛媛学習センター事務長 2006/4/1 無期限 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
1995 愛媛学習センター 広報 愛媛学習センター史 愛媛学習センター史 愛媛学習センター事務長 1996/4/1 無期限 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2005 愛媛学習センター 広報 開設１０周年記念誌関係（保存用） 開設１０周年記念誌関係（保存用） 愛媛学習センター事務長 2006/4/1 無期限 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2015 愛媛学習センター 広報 開設２０周年記念誌関係（保存用） 開設２０周年記念誌関係（保存用） 愛媛学習センター事務長 2016/4/1 無期限 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2003 愛媛学習センター 学生関係 卒業・修了者名簿台帳 卒業・修了者名簿台帳 愛媛学習センター事務長 2004/4/1 無期限 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2010 愛媛学習センター 式典 入学者の集い・学位記授与式 入学者の集い・学位記授与式（平成22年度） 愛媛学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2011 愛媛学習センター 式典 入学者の集い・学位記授与式 入学者の集い・学位記授与式（平成23年度） 愛媛学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2012 愛媛学習センター 式典 入学者の集い・学位記授与式 入学者の集い・学位記授与式（平成24年度） 愛媛学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2013 愛媛学習センター 式典 入学者の集い・学位記授与式 入学者の集い・学位記授与式（平成25年度） 愛媛学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2014 愛媛学習センター 式典 入学者の集い・学位記授与式 入学者の集い・学位記授与式（平成26年度） 愛媛学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2015 愛媛学習センター 式典 入学者の集い・学位記授与式 入学者の集い・学位記授与式（平成27年度） 愛媛学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2016 愛媛学習センター 式典 入学者の集い・学位記授与式 入学者の集い・学位記授与式（平成28年度） 愛媛学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2017 愛媛学習センター 式典 入学者の集い・学位記授与式 入学者の集い・学位記授与式（平成29年度） 愛媛学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2018 愛媛学習センター 式典 入学者の集い・学位記授与式 入学者の集い・学位記授与式（平成30年度） 愛媛学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2019 愛媛学習センター 式典 入学者の集い・学位記授与式 入学者の集い・学位記授与式（令和元年度） 愛媛学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2017 愛媛学習センター 管理運営 危機管理関係 危機管理関係（平成29年度） 愛媛学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2018 愛媛学習センター 管理運営 危機管理関係 危機管理関係（平成30年度） 愛媛学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2019 愛媛学習センター 管理運営 危機管理関係 危機管理関係（令和元年度） 愛媛学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2015 愛媛学習センター 人事 人事・給与関係 人事・給与関係（平成27年度） 愛媛学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2016 愛媛学習センター 人事 人事・給与関係 人事・給与関係（平成28年度） 愛媛学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2017 愛媛学習センター 人事 人事・給与関係 人事・給与関係（平成29年度） 愛媛学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2018 愛媛学習センター 人事 人事・給与関係 人事・給与関係（平成30年度） 愛媛学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2019 愛媛学習センター 人事 人事・給与関係 人事・給与関係（令和元年度） 愛媛学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2015 愛媛学習センター 人事 客員教員関係 客員教員関係（平成27年度） 愛媛学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2016 愛媛学習センター 人事 客員教員関係 客員教員関係（平成28年度） 愛媛学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2017 愛媛学習センター 人事 客員教員関係 客員教員関係（平成29年度） 愛媛学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2018 愛媛学習センター 人事 客員教員関係 客員教員関係（平成30年度） 愛媛学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2019 愛媛学習センター 人事 客員教員関係 客員教員関係（令和元年度） 愛媛学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2017 愛媛学習センター 諸会議 中国・四国ブロック所長会議 中国・四国ブロック所長会議（平成29年度） 愛媛学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2018 愛媛学習センター 諸会議 中国・四国ブロック所長会議 中国・四国ブロック所長会議（平成30年度） 愛媛学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2019 愛媛学習センター 諸会議 中国・四国ブロック所長会議 中国・四国ブロック所長会議（令和元年度） 愛媛学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2017 愛媛学習センター 諸会議 中国・四国ブロック事務・広報連絡会議 中国・四国ブロック事務・広報連絡会議（平成29年度） 愛媛学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2018 愛媛学習センター 諸会議 中国・四国ブロック事務・広報連絡会議 中国・四国ブロック事務・広報連絡会議（平成30年度） 愛媛学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2019 愛媛学習センター 諸会議 中国・四国ブロック事務・広報連絡会議 中国・四国ブロック事務・広報連絡会議（令和元年度） 愛媛学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2017 愛媛学習センター 諸会議 所長会議 所長会議（平成29年度） 愛媛学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2018 愛媛学習センター 諸会議 所長会議 所長会議（平成30年度） 愛媛学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2019 愛媛学習センター 諸会議 所長会議 所長会議（令和元年度） 愛媛学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2017 愛媛学習センター 諸会議 事務長連絡会議 事務長連絡会議（平成29年度） 愛媛学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2018 愛媛学習センター 諸会議 事務長連絡会議 事務長連絡会議（平成30年度） 愛媛学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2019 愛媛学習センター 諸会議 事務長連絡会議 事務長連絡会議（令和元年度） 愛媛学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2017 愛媛学習センター 諸会議 客員教員会議 客員教員会議（平成29年度） 愛媛学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2018 愛媛学習センター 諸会議 客員教員会議 客員教員会議（平成30年度） 愛媛学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2019 愛媛学習センター 諸会議 客員教員会議 客員教員会議（令和元年度） 愛媛学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2015 愛媛学習センター 広報 機関紙「坊っちゃん」作成関係 機関紙「坊っちゃん」作成関係（平成27年度） 愛媛学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2016 愛媛学習センター 広報 機関紙「坊っちゃん」作成関係 機関紙「坊っちゃん」作成関係（平成28年度） 愛媛学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2017 愛媛学習センター 広報 機関紙「坊っちゃん」作成関係 機関紙「坊っちゃん」作成関係（平成29年度） 愛媛学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2018 愛媛学習センター 広報 機関紙「坊っちゃん」作成関係 機関紙「坊っちゃん」作成関係（平成30年度） 愛媛学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2019 愛媛学習センター 広報 機関紙「坊っちゃん」作成関係 機関紙「坊っちゃん」作成関係（令和元年度） 愛媛学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2015 愛媛学習センター 広報 機関紙「坊っちゃん」 機関紙「坊っちゃん」（平成27年度） 愛媛学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2016 愛媛学習センター 広報 機関紙「坊っちゃん」 機関紙「坊っちゃん」（平成28年度） 愛媛学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2017 愛媛学習センター 広報 機関紙「坊っちゃん」 機関紙「坊っちゃん」（平成29年度） 愛媛学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2018 愛媛学習センター 広報 機関紙「坊っちゃん」 機関紙「坊っちゃん」（平成30年度） 愛媛学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2019 愛媛学習センター 広報 機関紙「坊っちゃん」 機関紙「坊っちゃん」（令和元年度） 愛媛学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2015 愛媛学習センター 広報 広報活動 広報活動（平成27年度） 愛媛学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2016 愛媛学習センター 広報 広報活動 広報活動（平成28年度） 愛媛学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2017 愛媛学習センター 広報 広報活動 広報活動（平成29年度） 愛媛学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2018 愛媛学習センター 広報 広報活動 広報活動（平成30年度） 愛媛学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2019 愛媛学習センター 広報 広報活動 広報活動（令和元年度） 愛媛学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2017 愛媛学習センター 広報 広報資料送付先リスト 広報資料送付先リスト（平成29年度） 愛媛学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2018 愛媛学習センター 広報 広報資料送付先リスト 広報資料送付先リスト（平成30年度） 愛媛学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
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2019 愛媛学習センター 広報 広報資料送付先リスト 広報資料送付先リスト（令和元年度） 愛媛学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2015 愛媛学習センター 広報 公開講演会 公開講演会（平成27年度） 愛媛学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2016 愛媛学習センター 広報 公開講演会 公開講演会（平成28年度） 愛媛学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2017 愛媛学習センター 広報 公開講演会 公開講演会（平成29年度） 愛媛学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2018 愛媛学習センター 広報 公開講演会 公開講演会（平成30年度） 愛媛学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2019 愛媛学習センター 広報 公開講演会 公開講演会（令和元年度） 愛媛学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2015 愛媛学習センター 庶務 法人文書ファイル管理関係 法人文書ファイル管理関係（平成27年度） 愛媛学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2016 愛媛学習センター 庶務 法人文書ファイル管理関係 法人文書ファイル管理関係（平成28年度） 愛媛学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2017 愛媛学習センター 庶務 法人文書ファイル管理関係 法人文書ファイル管理関係（平成29年度） 愛媛学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2018 愛媛学習センター 庶務 法人文書ファイル管理関係 法人文書ファイル管理関係（平成30年度） 愛媛学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2019 愛媛学習センター 庶務 法人文書ファイル管理関係 法人文書ファイル管理関係（令和元年度） 愛媛学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2010 愛媛学習センター 庶務 旅行命令簿・復命書 旅行命令簿・復命書（平成22年度） 愛媛学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2011 愛媛学習センター 庶務 旅行命令簿・復命書 旅行命令簿・復命書（平成23年度） 愛媛学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2012 愛媛学習センター 庶務 旅行命令簿・復命書 旅行命令簿・復命書（平成24年度） 愛媛学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2013 愛媛学習センター 庶務 旅行命令簿・復命書 旅行命令簿・復命書（平成25年度） 愛媛学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2014 愛媛学習センター 庶務 旅行命令簿・復命書 旅行命令簿・復命書（平成26年度） 愛媛学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2015 愛媛学習センター 庶務 旅行命令簿・復命書 旅行命令簿・復命書（平成27年度） 愛媛学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2016 愛媛学習センター 庶務 旅行命令簿・復命書 旅行命令簿・復命書（平成28年度） 愛媛学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2017 愛媛学習センター 庶務 旅行命令簿・復命書 旅行命令簿・復命書（平成29年度） 愛媛学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2018 愛媛学習センター 庶務 旅行命令簿・復命書 旅行命令簿・復命書（平成30年度） 愛媛学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2019 愛媛学習センター 庶務 旅行命令簿・復命書 旅行命令簿・復命書（令和元年度） 愛媛学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2015 愛媛学習センター 庶務 文書処理簿 文書処理簿（平成27年度） 愛媛学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2016 愛媛学習センター 庶務 文書処理簿 文書処理簿（平成28年度） 愛媛学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2017 愛媛学習センター 庶務 文書処理簿 文書処理簿（平成29年度） 愛媛学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2018 愛媛学習センター 庶務 文書処理簿 文書処理簿（平成30年度） 愛媛学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2019 愛媛学習センター 庶務 文書処理簿 文書処理簿（令和元年度） 愛媛学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2015 愛媛学習センター 庶務 公印使用簿 公印使用簿（平成27年度） 愛媛学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2016 愛媛学習センター 庶務 公印使用簿 公印使用簿（平成28年度） 愛媛学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2017 愛媛学習センター 庶務 公印使用簿 公印使用簿（平成29年度） 愛媛学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2018 愛媛学習センター 庶務 公印使用簿 公印使用簿（平成30年度） 愛媛学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2019 愛媛学習センター 庶務 公印使用簿 公印使用簿（令和元年度） 愛媛学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2017 愛媛学習センター 庶務 自動車業務使用許可登録者台帳 自動車業務使用許可登録車台帳（平成29年度） 愛媛学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2018 愛媛学習センター 庶務 自動車業務使用許可登録者台帳 自動車業務使用許可登録車台帳（平成30年度） 愛媛学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2019 愛媛学習センター 庶務 自動車業務使用許可登録者台帳 自動車業務使用許可登録車台帳（令和元年度） 愛媛学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2017 愛媛学習センター 庶務 庶務関係 庶務関係（平成29年度） 愛媛学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2018 愛媛学習センター 庶務 庶務関係 庶務関係（平成30年度） 愛媛学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2019 愛媛学習センター 庶務 庶務関係 庶務関係（令和元年度） 愛媛学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2015 愛媛学習センター 庶務 学習センター利用の手引 学習センター利用の手引（平成27年度） 愛媛学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2016 愛媛学習センター 庶務 学習センター利用の手引 学習センター利用の手引（平成28年度） 愛媛学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2017 愛媛学習センター 庶務 学習センター利用の手引 学習センター利用の手引（平成29年度） 愛媛学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2018 愛媛学習センター 庶務 学習センター利用の手引 学習センター利用の手引（平成30年度） 愛媛学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2019 愛媛学習センター 庶務 学習センター利用の手引 学習センター利用の手引（令和元年度） 愛媛学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2015 愛媛学習センター 職員 定期健康診断・人間ドック関係 定期健康診断・人間ドック関係（平成27年度） 愛媛学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2016 愛媛学習センター 職員 定期健康診断・人間ドック関係 定期健康診断・人間ドック関係（平成28年度） 愛媛学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2017 愛媛学習センター 職員 定期健康診断・人間ドック関係 定期健康診断・人間ドック関係（平成29年度） 愛媛学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2018 愛媛学習センター 職員 定期健康診断・人間ドック関係 定期健康診断・人間ドック関係（平成30年度） 愛媛学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2019 愛媛学習センター 職員 定期健康診断・人間ドック関係 定期健康診断・人間ドック関係（令和元年度） 愛媛学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2017 愛媛学習センター 職員 超過勤務命令表・勤務時間報告書 超過勤務命令表・勤務時間報告書（平成29年度） 愛媛学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2018 愛媛学習センター 職員 超過勤務命令表・勤務時間報告書 超過勤務命令表・勤務時間報告書（平成30年度） 愛媛学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2019 愛媛学習センター 職員 超過勤務命令表・勤務時間報告書 超過勤務命令表・勤務時間報告書（令和元年度） 愛媛学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2017 愛媛学習センター 職員 週休日及び勤務時間割振表 週休日及び勤務時間割振表（平成29年度） 愛媛学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2018 愛媛学習センター 職員 週休日及び勤務時間割振表 週休日及び勤務時間割振表（平成30年度） 愛媛学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2019 愛媛学習センター 職員 週休日及び勤務時間割振表 週休日及び勤務時間割振表（令和元年度） 愛媛学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2017 愛媛学習センター 職員 休暇簿 休暇簿（平成29年度） 愛媛学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2018 愛媛学習センター 職員 休暇簿 休暇簿（平成30年度） 愛媛学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2019 愛媛学習センター 職員 休暇簿 休暇簿（令和元年度） 愛媛学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2017 愛媛学習センター 職員 出勤簿 出勤簿（平成29年度） 愛媛学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2018 愛媛学習センター 職員 出勤簿 出勤簿（平成30年度） 愛媛学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2019 愛媛学習センター 職員 出勤簿 出勤簿（令和元年度） 愛媛学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2014 愛媛学習センター 職員 諸手当関係 諸手当関係（平成26年度） 愛媛学習センター事務長 2015/4/1 3年（支給喪失から） 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2015 愛媛学習センター 職員 諸手当関係 諸手当関係（平成27年度） 愛媛学習センター事務長 2016/4/1 3年（支給喪失から） 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2016 愛媛学習センター 職員 諸手当関係 諸手当関係（平成28年度） 愛媛学習センター事務長 2017/4/1 3年（支給喪失から） 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2017 愛媛学習センター 職員 諸手当関係 諸手当関係（平成29年度） 愛媛学習センター事務長 2018/4/1 3年（支給喪失から） 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2018 愛媛学習センター 職員 諸手当関係 諸手当関係（平成30年度） 愛媛学習センター事務長 2019/4/1 3年（支給喪失から） 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2019 愛媛学習センター 職員 諸手当関係 諸手当関係（令和元年度） 愛媛学習センター事務長 2020/4/1 3年（支給喪失から） 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2015 愛媛学習センター 面接授業 面接授業 面接授業（平成27年度） 愛媛学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2016 愛媛学習センター 面接授業 面接授業 面接授業（平成28年度） 愛媛学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2017 愛媛学習センター 面接授業 面接授業 面接授業（平成29年度） 愛媛学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2018 愛媛学習センター 面接授業 面接授業 面接授業（平成30年度） 愛媛学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
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2019 愛媛学習センター 面接授業 面接授業 面接授業（令和元年度） 愛媛学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2015 愛媛学習センター 面接授業 担当講師別資料 担当講師別資料（平成27年度） 愛媛学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2016 愛媛学習センター 面接授業 担当講師別資料 担当講師別資料（平成28年度） 愛媛学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2017 愛媛学習センター 面接授業 担当講師別資料 担当講師別資料（平成29年度） 愛媛学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2018 愛媛学習センター 面接授業 担当講師別資料 担当講師別資料（平成30年度） 愛媛学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2019 愛媛学習センター 面接授業 担当講師別資料 担当講師別資料（令和元年度） 愛媛学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2015 愛媛学習センター 教務関係 教務関係 教務関係（平成27年度） 愛媛学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2016 愛媛学習センター 教務関係 教務関係 教務関係（平成28年度） 愛媛学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2017 愛媛学習センター 教務関係 教務関係 教務関係（平成29年度） 愛媛学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2018 愛媛学習センター 教務関係 教務関係 教務関係（平成30年度） 愛媛学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2019 愛媛学習センター 教務関係 教務関係 教務関係（令和元年度） 愛媛学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2015 愛媛学習センター 教務関係 大学院関係 大学院関係（平成27年度） 愛媛学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2016 愛媛学習センター 教務関係 大学院関係 大学院関係（平成28年度） 愛媛学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2017 愛媛学習センター 教務関係 大学院関係 大学院関係（平成29年度） 愛媛学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2018 愛媛学習センター 教務関係 大学院関係 大学院関係（平成30年度） 愛媛学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2019 愛媛学習センター 教務関係 大学院関係 大学院関係（令和元年度） 愛媛学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2015 愛媛学習センター 教務関係 体育実技関係 体育実技関係（平成27年度） 愛媛学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2016 愛媛学習センター 教務関係 体育実技関係 体育実技関係（平成28年度） 愛媛学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2017 愛媛学習センター 教務関係 体育実技関係 体育実技関係（平成29年度） 愛媛学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2018 愛媛学習センター 教務関係 体育実技関係 体育実技関係（平成30年度） 愛媛学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2019 愛媛学習センター 教務関係 体育実技関係 体育実技関係（令和元年度） 愛媛学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2015 愛媛学習センター 教務関係 学習指導 学習指導（平成27年度） 愛媛学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2016 愛媛学習センター 教務関係 学習指導 学習指導（平成28年度） 愛媛学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2017 愛媛学習センター 教務関係 学習指導 学習指導（平成29年度） 愛媛学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2018 愛媛学習センター 教務関係 学習指導 学習指導（平成30年度） 愛媛学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2019 愛媛学習センター 教務関係 学習指導 学習指導（令和元年度） 愛媛学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2015 愛媛学習センター 教務関係 教員免許等講習関係 教員免許等講習関係（平成27年度） 愛媛学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2016 愛媛学習センター 教務関係 教員免許等講習関係 教員免許等講習関係（平成28年度） 愛媛学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2017 愛媛学習センター 教務関係 教員免許等講習関係 教員免許等講習関係（平成29年度） 愛媛学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2018 愛媛学習センター 教務関係 教員免許等講習関係 教員免許等講習関係（平成30年度） 愛媛学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2019 愛媛学習センター 教務関係 教員免許等講習関係 教員免許等講習関係（令和元年度） 愛媛学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
1996 愛媛学習センター 教務関係 単位互換協定書等 単位互換協定書等 愛媛学習センター事務長 1997/4/1 3年（失効後） 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2015 愛媛学習センター 教務関係 フレンドリーアドバイス関係 フレンドリーアドバイス関係（平成27年度） 愛媛学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2016 愛媛学習センター 教務関係 フレンドリーアドバイス関係 フレンドリーアドバイス関係（平成28年度） 愛媛学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2017 愛媛学習センター 教務関係 フレンドリーアドバイス関係 フレンドリーアドバイス関係（平成29年度） 愛媛学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2018 愛媛学習センター 教務関係 フレンドリーアドバイス関係 フレンドリーアドバイス関係（平成30年度） 愛媛学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2019 愛媛学習センター 教務関係 フレンドリーアドバイス関係 フレンドリーアドバイス関係（令和元年度） 愛媛学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2003 愛媛学習センター 教務関係 大学コンソーシアム 大学コンソーシアム 愛媛学習センター事務長 2004/4/1 3年（失効後） 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2019 愛媛学習センター 教務関係 諸変更届 諸変更届（令和元年度） 愛媛学習センター事務長 2020/4/1 1年 2021/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2015 愛媛学習センター 学生関係 学生関係 学生関係（平成27年度） 愛媛学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2016 愛媛学習センター 学生関係 学生関係 学生関係（平成28年度） 愛媛学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2017 愛媛学習センター 学生関係 学生関係 学生関係（平成29年度） 愛媛学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2018 愛媛学習センター 学生関係 学生関係 学生関係（平成30年度） 愛媛学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2019 愛媛学習センター 学生関係 学生関係 学生関係（令和元年度） 愛媛学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2010 愛媛学習センター 学生関係 学生教育研究災害傷害保険 学生教育研究災害傷害保険（平成22年度） 愛媛学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2011 愛媛学習センター 学生関係 学生教育研究災害傷害保険 学生教育研究災害傷害保険（平成23年度） 愛媛学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2012 愛媛学習センター 学生関係 学生教育研究災害傷害保険 学生教育研究災害傷害保険（平成24年度） 愛媛学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2013 愛媛学習センター 学生関係 学生教育研究災害傷害保険 学生教育研究災害傷害保険（平成25年度） 愛媛学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2014 愛媛学習センター 学生関係 学生教育研究災害傷害保険 学生教育研究災害傷害保険（平成26年度） 愛媛学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2015 愛媛学習センター 学生関係 学生教育研究災害傷害保険 学生教育研究災害傷害保険（平成27年度） 愛媛学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2016 愛媛学習センター 学生関係 学生教育研究災害傷害保険 学生教育研修災害傷害保険（平成28年度） 愛媛学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2017 愛媛学習センター 学生関係 学生教育研究災害傷害保険 学生教育研修災害傷害保険（平成29年度） 愛媛学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2018 愛媛学習センター 学生関係 学生教育研究災害傷害保険 学生教育研修災害傷害保険（平成30年度） 愛媛学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2019 愛媛学習センター 学生関係 学生教育研究災害傷害保険 学生教育研修災害傷害保険（令和元年度） 愛媛学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2010 愛媛学習センター 学生関係 日本学生支援機構等奨学生関係 日本学生支援機構等奨学生関係（平成22年度） 愛媛学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2011 愛媛学習センター 学生関係 日本学生支援機構等奨学生関係 日本学生支援機構等奨学生関係（平成23年度） 愛媛学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2012 愛媛学習センター 学生関係 日本学生支援機構等奨学生関係 日本学生支援機構等奨学生関係（平成24年度） 愛媛学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2013 愛媛学習センター 学生関係 日本学生支援機構等奨学生関係 日本学生支援機構等奨学生関係（平成25年度） 愛媛学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2014 愛媛学習センター 学生関係 日本学生支援機構等奨学生関係 日本学生支援機構等奨学生関係（平成26年度） 愛媛学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2015 愛媛学習センター 学生関係 日本学生支援機構等奨学生関係 日本学生支援機構等奨学生関係（平成27年度） 愛媛学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2016 愛媛学習センター 学生関係 日本学生支援機構等奨学生関係 日本学生支援機構等奨学生関係（平成28年度） 愛媛学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2017 愛媛学習センター 学生関係 日本学生支援機構等奨学生関係 日本学生支援機構等奨学生関係（平成29年度） 愛媛学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2018 愛媛学習センター 学生関係 日本学生支援機構等奨学生関係 日本学生支援機構等奨学生関係（平成30年度） 愛媛学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2019 愛媛学習センター 学生関係 日本学生支援機構等奨学生関係 日本学生支援機構等奨学生関係（令和元年度） 愛媛学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2015 愛媛学習センター 学生関係 学生名簿 学生名簿（平成27年度第1・2学期） 愛媛学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2016 愛媛学習センター 学生関係 学生名簿 学生名簿（平成28年度第1・2学期） 愛媛学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2017 愛媛学習センター 学生関係 学生名簿 学生名簿（平成29年度第1・2学期） 愛媛学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2018 愛媛学習センター 学生関係 学生名簿 学生名簿（平成30年度第1・2学期） 愛媛学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2019 愛媛学習センター 学生関係 学生名簿 学生名簿（令和元年度第1・2学期） 愛媛学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
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措置結果
2015 愛媛学習センター 学生関係 学生団体関係 学生団体関係（平成27年度） 愛媛学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2016 愛媛学習センター 学生関係 学生団体関係 学生団体関係（平成28年度） 愛媛学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2017 愛媛学習センター 学生関係 学生団体関係 学生団体関係（平成29年度） 愛媛学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2018 愛媛学習センター 学生関係 学生団体関係 学生団体関係（平成30年度） 愛媛学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2019 愛媛学習センター 学生関係 学生団体関係 学生団体関係（令和元年度） 愛媛学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2015 愛媛学習センター 学生関係 学生研修旅行関係 学生研修旅行関係（平成27年度） 愛媛学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2016 愛媛学習センター 学生関係 学生研修旅行関係 学生研修旅行関係（平成28年度） 愛媛学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2017 愛媛学習センター 学生関係 学生研修旅行関係 学生研修旅行関係（平成29年度） 愛媛学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2018 愛媛学習センター 学生関係 学生研修旅行関係 学生研修旅行関係（平成30年度） 愛媛学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2019 愛媛学習センター 学生関係 学生研修旅行関係 学生研修旅行関係（令和元年度） 愛媛学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2015 愛媛学習センター 学生関係 学生助成金関係 学生助成金関係（平成27年度） 愛媛学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2016 愛媛学習センター 学生関係 学生助成金関係 学生助成金関係（平成28年度） 愛媛学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2017 愛媛学習センター 学生関係 学生助成金関係 学生助成金関係（平成29年度） 愛媛学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2018 愛媛学習センター 学生関係 学生助成金関係 学生助成金関係（平成30年度） 愛媛学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2019 愛媛学習センター 学生関係 学生助成金関係 学生助成金関係（令和元年度） 愛媛学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2015 愛媛学習センター 証明書 証明書関係（各種証明書発行台帳を含む。） 証明書関係（各種証明書発行台帳を含む。）（平成27年度） 愛媛学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2016 愛媛学習センター 証明書 証明書関係（各種証明書発行台帳を含む。） 証明書関係（各種証明書発行台帳を含む。）（平成28年度） 愛媛学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2017 愛媛学習センター 証明書 証明書関係（各種証明書発行台帳を含む。） 証明書関係（各種証明書発行台帳を含む。）（平成29年度） 愛媛学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2018 愛媛学習センター 証明書 証明書関係（各種証明書発行台帳を含む。） 証明書関係（各種証明書発行台帳を含む。）（平成30年度） 愛媛学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2019 愛媛学習センター 証明書 証明書関係（各種証明書発行台帳を含む。） 証明書関係（各種証明書発行台帳を含む。）（令和元年度） 愛媛学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2017 愛媛学習センター 証明書 専修免許関係証明書発行台帳 専修免許関係証明書発行台帳（平成29年度） 愛媛学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2018 愛媛学習センター 証明書 専修免許関係証明書発行台帳 専修免許関係証明書発行台帳（平成30年度） 愛媛学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2019 愛媛学習センター 証明書 専修免許関係証明書発行台帳 専修免許関係証明書発行台帳（令和元年度） 愛媛学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2017 愛媛学習センター 証明書 学割関係 学割関係（平成29年度） 愛媛学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2018 愛媛学習センター 証明書 学割関係 学割関係（平成30年度） 愛媛学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2019 愛媛学習センター 証明書 学割関係 学割関係（令和元年度） 愛媛学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2015 愛媛学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験 単位認定試験（平成27年度１学期） 愛媛学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2015 愛媛学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験 単位認定試験（平成27年度２学期） 愛媛学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2016 愛媛学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験 単位認定試験（平成28年度１学期） 愛媛学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2016 愛媛学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験 単位認定試験（平成28年度２学期） 愛媛学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2017 愛媛学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験 単位認定試験（平成29年度１学期） 愛媛学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2018 愛媛学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験 単位認定試験（平成30年度１学期） 愛媛学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2017 愛媛学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験 単位認定試験（平成29年度２学期） 愛媛学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2018 愛媛学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験 単位認定試験（平成30年度２学期） 愛媛学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2019 愛媛学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験 単位認定試験（令和元年度1学期） 愛媛学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2019 愛媛学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験 単位認定試験（令和元年度２学期） 愛媛学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2015 愛媛学習センター 単位認定試験関係 夏季集中型単位認定試験 夏季集中型単位認定試験（平成27年度） 愛媛学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2016 愛媛学習センター 単位認定試験関係 夏季集中型単位認定試験 夏季集中型単位認定試験（平成28年度） 愛媛学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2017 愛媛学習センター 単位認定試験関係 夏季集中型単位認定試験 夏季集中型単位認定試験（平成29年度） 愛媛学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2018 愛媛学習センター 単位認定試験関係 夏季集中型単位認定試験 夏季集中型単位認定試験（平成30年度） 愛媛学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2019 愛媛学習センター 単位認定試験関係 夏季集中型単位認定試験 夏季集中型単位認定試験（令和元年度） 愛媛学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2017 愛媛学習センター 図書・視聴 室内・室外貸出利用者統計 室内・室外貸出利用者統計（平成29年度） 愛媛学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2018 愛媛学習センター 図書・視聴 室内・室外貸出利用者統計 室内・室外貸出利用者統計（平成30年度） 愛媛学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2019 愛媛学習センター 図書・視聴 室内・室外貸出利用者統計 室内・室外貸出利用者統計（令和元年度） 愛媛学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2017 愛媛学習センター 図書・視聴 文献複写申込書 文献複写申込書（平成29年度） 愛媛学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2018 愛媛学習センター 図書・視聴 文献複写申込書 文献複写申込書（平成30年度） 愛媛学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2019 愛媛学習センター 図書・視聴 文献複写申込書 文献複写申込書（令和元年度） 愛媛学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2019 愛媛学習センター 図書・視聴 室内・室外貸出申込書 室内・室外貸出申込書（令和元年度） 愛媛学習センター事務長 2020/4/1 1年 2021/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2019 愛媛学習センター 図書・視聴 雑誌受入リスト 雑誌受入リスト（令和元年度） 愛媛学習センター事務長 2020/4/1 1年 2021/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2019 愛媛学習センター 図書・視聴 推薦図書関係 推薦図書関係（令和元年度） 愛媛学習センター事務長 2020/4/1 1年 2021/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2019 愛媛学習センター 図書・視聴 パソコン貸出表 パソコン貸出表（令和元年度） 愛媛学習センター事務長 2020/4/1 1年 2021/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2010 愛媛学習センター 会計 月末精算処理（前渡資金精算書） 月末精算処理（前途資金精算書）（平成22年度） 愛媛学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2011 愛媛学習センター 会計 月末精算処理（前渡資金精算書） 月末精算処理（前途資金精算書）（平成23年度） 愛媛学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2012 愛媛学習センター 会計 月末精算処理（前渡資金精算書） 月末精算処理（前途資金精算書）（平成24年度） 愛媛学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2013 愛媛学習センター 会計 月末精算処理（前渡資金精算書） 月末精算処理（前途資金精算書）（平成25年度） 愛媛学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2014 愛媛学習センター 会計 出納関係 出納関係（平成26年度） 愛媛学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2015 愛媛学習センター 会計 出納関係 出納関係（平成27年度） 愛媛学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2016 愛媛学習センター 会計 出納関係 出納関係（平成28年度） 愛媛学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2017 愛媛学習センター 会計 出納関係 出納関係（平成29年度） 愛媛学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2018 愛媛学習センター 会計 出納関係 出納関係（平成30年度） 愛媛学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2019 愛媛学習センター 会計 出納関係 出納関係（令和元年度） 愛媛学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2010 愛媛学習センター 会計 支払伝票 支払伝票（平成22年度） 愛媛学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2011 愛媛学習センター 会計 支払伝票 支払伝票（平成23年度） 愛媛学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2012 愛媛学習センター 会計 支払伝票 支払伝票（平成24年度） 愛媛学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2013 愛媛学習センター 会計 支払伝票 支払伝票（平成25年度） 愛媛学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2014 愛媛学習センター 会計 支払伝票 支払伝票（平成26年度） 愛媛学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2015 愛媛学習センター 会計 支払伝票 支払伝票（平成27年度） 愛媛学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2016 愛媛学習センター 会計 支払伝票 支払伝票（平成28年度） 愛媛学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2017 愛媛学習センター 会計 支払伝票 支払伝票（平成29年度） 愛媛学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
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2018 愛媛学習センター 会計 支払伝票 支払伝票（平成30年度） 愛媛学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2019 愛媛学習センター 会計 支払伝票 支払伝票（令和元年度） 愛媛学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2010 愛媛学習センター 会計 契約関係 契約関係（平成22年度） 愛媛学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2011 愛媛学習センター 会計 契約関係 契約関係（平成23年度） 愛媛学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2012 愛媛学習センター 会計 契約関係 契約関係（平成24年度） 愛媛学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2013 愛媛学習センター 会計 契約関係 契約関係（平成25年度） 愛媛学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2014 愛媛学習センター 会計 契約関係 契約関係（平成26年度） 愛媛学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2015 愛媛学習センター 会計 契約関係 契約関係（平成27年度） 愛媛学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2016 愛媛学習センター 会計 契約関係 契約関係（平成28年度） 愛媛学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2017 愛媛学習センター 会計 契約関係 契約関係（平成29年度） 愛媛学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2018 愛媛学習センター 会計 契約関係 契約関係（平成30年度） 愛媛学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2019 愛媛学習センター 会計 契約関係 契約関係（令和元年度） 愛媛学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2010 愛媛学習センター 会計 物品管理状況報告書 物品管理状況報告書（平成22年度） 愛媛学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2011 愛媛学習センター 会計 物品管理状況報告書 物品管理状況報告書（平成23年度） 愛媛学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2012 愛媛学習センター 会計 物品管理状況報告書 物品管理状況報告書（平成24年度） 愛媛学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2013 愛媛学習センター 会計 物品管理状況報告書 物品管理状況報告書（平成25年度） 愛媛学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2014 愛媛学習センター 会計 物品管理状況報告書 物品管理状況報告書（平成26年度） 愛媛学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2015 愛媛学習センター 会計 物品管理状況報告書 物品管理状況報告書（平成27年度） 愛媛学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2016 愛媛学習センター 会計 物品管理状況報告書 物品管理状況報告書（平成28年度） 愛媛学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2017 愛媛学習センター 会計 物品管理状況報告書 物品管理状況報告書（平成29年度） 愛媛学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2018 愛媛学習センター 会計 物品管理状況報告書 物品管理状況報告書（平成30年度） 愛媛学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2019 愛媛学習センター 会計 物品管理状況報告書 物品管理状況報告書（令和元年度） 愛媛学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2010 愛媛学習センター 会計 会計関係 会計関係（平成22年度） 愛媛学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2011 愛媛学習センター 会計 会計関係 会計関係（平成23年度） 愛媛学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2012 愛媛学習センター 会計 会計関係 会計関係（平成24年度） 愛媛学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2013 愛媛学習センター 会計 会計関係 会計関係（平成25年度） 愛媛学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2014 愛媛学習センター 会計 予算関係 予算関係（平成26年度） 愛媛学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2015 愛媛学習センター 会計 予算関係 予算関係（平成27年度） 愛媛学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2016 愛媛学習センター 会計 予算関係 予算関係（平成28年度） 愛媛学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2017 愛媛学習センター 会計 予算関係 予算関係（平成29年度） 愛媛学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2018 愛媛学習センター 会計 予算関係 予算関係（平成30年度） 愛媛学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2019 愛媛学習センター 会計 予算関係 予算関係（令和元年度） 愛媛学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2010 愛媛学習センター 会計 出張関係 出張関係（平成22年度） 愛媛学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2011 愛媛学習センター 会計 出張関係 出張関係（平成23年度） 愛媛学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2012 愛媛学習センター 会計 出張関係 出張関係（平成24年度） 愛媛学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2013 愛媛学習センター 会計 出張関係 出張関係（平成25年度） 愛媛学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2014 愛媛学習センター 会計 出張関係 出張関係（平成26年度） 愛媛学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2015 愛媛学習センター 会計 出張関係 出張関係（平成27年度） 愛媛学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2016 愛媛学習センター 会計 出張関係 出張関係（平成28年度） 愛媛学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2017 愛媛学習センター 会計 出張関係 出張関係（平成29年度） 愛媛学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2018 愛媛学習センター 会計 出張関係 出張関係（平成30年度） 愛媛学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2019 愛媛学習センター 会計 出張関係 出張関係（令和元年度） 愛媛学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2017 愛媛学習センター 施設 施設整備・防火管理関係 施設整備・防火管理関係（平成29年度） 愛媛学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2018 愛媛学習センター 施設 施設整備・防火管理関係 施設整備・防火管理関係（平成30年度） 愛媛学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2019 愛媛学習センター 施設 施設整備・防火管理関係 施設整備・防火管理関係（令和元年度） 愛媛学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2017 愛媛学習センター 施設 施設使用関係 施設使用関係（平成29年度） 愛媛学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2018 愛媛学習センター 施設 施設使用関係 施設使用関係（平成30年度） 愛媛学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2019 愛媛学習センター 施設 施設使用関係 施設使用関係（令和元年度） 愛媛学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2017 愛媛学習センター 施設 建物等使用申込書・承諾書 建物等使用申込書・承諾書（平成29年度） 愛媛学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2018 愛媛学習センター 施設 建物等使用申込書・承諾書 建物等使用申込書・承諾書（平成30年度） 愛媛学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2019 愛媛学習センター 施設 建物等使用申込書・承諾書 建物等使用申込書・承諾書（令和元年度） 愛媛学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2017 愛媛学習センター 施設 駐車許可申請関係 駐車許可申請関係（平成29年度） 愛媛学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2018 愛媛学習センター 施設 駐車許可申請関係 駐車許可申請関係（平成30年度） 愛媛学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2019 愛媛学習センター 施設 駐車許可申請関係 駐車許可申請関係（令和元年度） 愛媛学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 愛媛学習センター 愛媛学習センター事務長 廃棄
2019 高知学習センター 人事 個人番号届 平成27年度～　個人番号届 高知学習センター事務長 2020/4/1 無期限 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2019 高知学習センター 広報 機関紙くじら　（保存用） 平成7年度～　機関紙くじら　（保存用） 高知学習センター事務長 2020/4/1 無期限 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2017 高知学習センター 学生関係 学生団体関係 学生団体設立・継続願等 平成9年度～平成23年度　学生団体関係 学生団体設立・継続願等 高知学習センター事務長 2018/4/1 無期限 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2019 高知学習センター 学生関係 学生団体関係 学生団体設立・継続願等 平成24年度～　学生団体関係 学生団体設立・継続願等 高知学習センター事務長 2020/4/1 無期限 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2019 高知学習センター 広報 学習センター利用の手引き（保存用） 平成15年度～　学習センター利用の手引き（保存用） 高知学習センター事務長 2020/4/1 無期限 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2019 高知学習センター 学生関係 幡多クリーンセンター設置等 平成12（2000）年度～　幡多クリーンセンター設置等 高知学習センター事務長 2020/4/1 無期限 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2017 高知学習センター 教務 高知学習センター概要（保存用） 平成17（2005）－1～平成23（2011）－2　高知学習センター概要（保存用） 高知学習センター事務長 2018/4/1 無期限 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2019 高知学習センター 教務 高知学習センター概要（保存用） 平成24（2012）－1～　高知学習センター概要（保存用） 高知学習センター事務長 2020/4/1 無期限 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2019 高知学習センター 教務 高知学習センター概要（保存用） 平成25年度～　高知学習センター概要（保存用） 高知学習センター事務長 2020/4/1 無期限 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2009 高知学習センター 周年記念行事 高知学習センター15周年企画　放送大学高知県横断リレー講演会 高知学習センター15周年企画　放送大学高知県横断リレー講演会 高知学習センター事務長 2010/4/1 無期限 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2014 高知学習センター 周年記念行事 高知学習センター開設20周年記念式典 高知学習センター開設20周年記念式典 高知学習センター事務長 2015/4/1 無期限 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2019 高知学習センター 周年記念行事 高知学習センター開設25周年企画　冊子作成・記念講演会 高知学習センター開設25周年企画　冊子作成・記念講演会 高知学習センター事務長 2020/4/1 無期限 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2010 高知学習センター 式典 入学者の集い・学位授与式等式典関係 平成18年度～平成22年度　入学者の集い・学位授与式等式典関係 高知学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2013 高知学習センター 式典 入学者の集い・学位授与式等式典関係 22-2～26-1入学者の集い・22-1～25-2学位授与式等式典関係 高知学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2016 高知学習センター 式典 入学者の集い・学位授与式等式典関係 26-2～29-1入学者の集い・26-1～28-2学位授与式等式典関係 高知学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
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2019 高知学習センター 式典 入学者の集い・学位授与式等式典関係 29-2～31-1入学者の集い・29-1～31-2学位授与式等式典関係 高知学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2019 高知学習センター 人事 客員・非常勤講師関係 平成26年度～　客員・非常勤講師関係   高知学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2016 高知学習センター 人事 常勤職員・非常勤職員記録文書 平成26年4月～平成28年10月　常勤職員・非常勤職員記録文書 高知学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2018 高知学習センター 人事 常勤職員・非常勤職員記録文書 平成28年11月～平成30年3月　常勤職員・非常勤職員記録文書 高知学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2018 高知学習センター 人事 常勤職員・非常勤職員記録文書 平成30年度　常勤職員・非常勤職員記録文書 高知学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2019 高知学習センター 人事 常勤職員・非常勤職員記録文書 平成31年度　常勤職員・非常勤職員記録文書 高知学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2019 高知学習センター 人事 兼業関係 平成27年度～31年度　兼業関係　吉倉紳一先生 高知学習センター事務長 2020/4/1 3年（兼業終了後） 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2019 高知学習センター 広報 不登校・高校中退者のための進路相談 平成30年度～　不登校・高校中退者のための進路相談 高知学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2012 高知学習センター 広報 公開講演会・体験入学・体験入学コーナー 平成19年度～平成24年度　公開講演会 高知学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2010 高知学習センター 広報 公開講演会・体験入学 平成22年度　公開講演会・体験入学 高知学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2015 高知学習センター 広報 オープンキャンパス　公開講演会　出前説明会 平成27年度　オープンキャンパス　公開講演会　出前説明会 高知学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2016 高知学習センター 広報 オープンキャンパス　公開講演会　出前説明会 平成28年度　オープンキャンパス　公開講演会　出前説明会（2冊） 高知学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2017 高知学習センター 広報 オープンキャンパス　公開講演会　出前説明会 平成29年度　オープンキャンパス　公開講演会　出前説明会（2冊） 高知学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2018 高知学習センター 広報 オープンキャンパス　公開講演会　出前説明会 平成30年度　オープンキャンパス　公開講演会　出前説明会 高知学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2019 高知学習センター 広報 オープンキャンパス　公開講演会　出前説明会 平成31年度　オープンキャンパス　公開講演会　出前説明会 高知学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2015 高知学習センター 広報 広報活動　学生募集 平成27年度　広報活動　学生募集 高知学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2016 高知学習センター 広報 広報活動　学生募集 平成28年度　広報活動　学生募集 高知学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2017 高知学習センター 広報 広報活動　学生募集 平成29年度　広報活動　学生募集 高知学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2018 高知学習センター 広報 広報活動　学生募集 平成30年度　広報活動　学生募集 高知学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2019 高知学習センター 広報 広報活動　学生募集 平成31年度　広報活動　学生募集 高知学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2019 高知学習センター 広報 学校図書館司書教諭講習 平成28年度～　学校図書館司書教諭講習 高知学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2017 高知学習センター 広報 放送大学学生助成金関係 平成24年度～　放送大学学生助成金関係 高知学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2015 高知学習センター 広報 資料請求・体験入学 27-2　資料請求・体験入学 高知学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2015 高知学習センター 広報 資料請求・体験入学 28-1　資料請求・体験入学 高知学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2016 高知学習センター 広報 資料請求・体験入学 28-2　資料請求・体験入学 高知学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2016 高知学習センター 広報 資料請求・体験入学 29-1　資料請求・体験入学 高知学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2017 高知学習センター 広報 資料請求・体験入学 29-2　資料請求・体験入学 高知学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2017 高知学習センター 広報 資料請求・体験入学 30-1　資料請求・体験入学 高知学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2018 高知学習センター 広報 資料請求・体験入学 30-2　資料請求・体験入学 高知学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2018 高知学習センター 広報 資料請求・体験入学 31-1　資料請求・体験入学 高知学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2019 高知学習センター 広報 資料請求・体験入学 31-2　資料請求・体験入学 高知学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2017 高知学習センター 広報 機関紙くじら作成 平成29年度　機関紙くじら作成 高知学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2018 高知学習センター 広報 機関紙くじら作成 平成30年度　機関紙くじら作成 高知学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2019 高知学習センター 広報 機関紙くじら作成 平成31年度　機関紙くじら作成 高知学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2017 高知学習センター 広報 メールマガジン配信伺 平成29年度　メールマガジン配信伺 高知学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2018 高知学習センター 広報 メールマガジン配信伺 平成30年度　メールマガジン配信伺 高知学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2019 高知学習センター 広報 メールマガジン配信伺 平成31年度　メールマガジン配信伺 高知学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2018 高知学習センター 広報 学習センター利用の手引き作成 平成29年度分～平成30年度分　学習センター利用の手引き作成 高知学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2019 高知学習センター 広報 学習センター利用の手引き作成 平成31年度分～学習センター利用の手引き作成 高知学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2018 高知学習センター 広報 広報活動【新聞記事等】 平成25年度～　広報活動【新聞記事等】 高知学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2010 高知学習センター 庶務 旅行伺・復命書 旅行伺・復命書（平成22年度） 高知学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2011 高知学習センター 庶務 旅行伺・復命書 旅行伺・復命書（平成23年度） 高知学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2012 高知学習センター 庶務 旅行伺・復命書 旅行伺・復命書（平成24年度） 高知学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2013 高知学習センター 庶務 旅行伺・復命書 旅行伺・復命書（平成25年度） 高知学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2014 高知学習センター 庶務 旅行・外勤関係 平成26年度　旅行・外勤関係 高知学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2015 高知学習センター 庶務 旅行・外勤関係 平成27年度　旅行・外勤関係 高知学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2016 高知学習センター 庶務 旅行・外勤関係 平成28年度　旅行・外勤関係 高知学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2017 高知学習センター 庶務 旅行・外勤関係 平成29年度　旅行・外勤関係 高知学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2018 高知学習センター 庶務 旅行・外勤関係 平成30年度　旅行・外勤関係 高知学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2019 高知学習センター 庶務 旅行・外勤関係 平成31年度　旅行・外勤関係 高知学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2019 高知学習センター 庶務 物品供用簿 平成23年度～　物品供用簿 高知学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2015 高知学習センター 庶務 法人文書ファイル関係 平成18年度～平成27年度　法人文書ファイル関係 高知学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2016 高知学習センター 庶務 法人文書ファイル関係 平成28年度　法人文書ファイル関係 高知学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2017 高知学習センター 庶務 法人文書ファイル関係 平成29年度　法人文書ファイル関係 高知学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2018 高知学習センター 庶務 法人文書ファイル関係 平成30年度　法人文書ファイル関係 高知学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2019 高知学習センター 庶務 法人文書ファイル関係 平成31年度　法人文書ファイル関係 高知学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2017 高知学習センター 庶務 学内文書　学習センター支援室 平成29年度　学内文書　学習センター支援室 高知学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2018 高知学習センター 庶務 学内文書　学習センター支援室 平成30年度　学内文書　学習センター支援室 高知学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2019 高知学習センター 庶務 学内文書　学習センター支援室 平成31年度　学内文書　学習センター支援室 高知学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2019 高知学習センター 庶務 学内文書　総務課・総合戦略企画室・その他 平成29年度～　学内文書　総務課・総合戦略企画室・その他 高知学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2019 高知学習センター 庶務 学内文書　図書情報課・推薦図書等 平成23年度～　学内文書　図書情報課・推薦図書等 高知学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2016 高知学習センター 庶務 文書処理簿 2009年度～2016年度　文書処理簿 高知学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2019 高知学習センター 庶務 文書処理簿 2017年度～ 文書処理簿 高知学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2019 高知学習センター 職員研修 職員研修関係綴 平成26年度～　職員研修関係綴 高知学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2017 高知学習センター 職員 出勤簿 平成29年度　出勤簿 高知学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2018 高知学習センター 職員 出勤簿 平成30年度　出勤簿 高知学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2019 高知学習センター 職員 出勤簿 2019年度　出勤簿 高知学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2017 高知学習センター 職員 休暇簿 平成29年度　休暇簿 高知学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2018 高知学習センター 職員 休暇簿 平成30年度　休暇簿 高知学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
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2019 高知学習センター 職員 休暇簿 平成31年度　休暇簿 高知学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2017 高知学習センター 職員 勤務時間報告書 平成29年度　勤務時間報告書 高知学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2018 高知学習センター 職員 勤務時間報告書 平成30年度　勤務時間報告書 高知学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2019 高知学習センター 職員 勤務時間報告書 平成31年度　勤務時間報告書 高知学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2017 高知学習センター 職員 超過勤務命令簿 平成29年度　超過勤務命令簿 高知学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2018 高知学習センター 職員 超過勤務命令簿 平成30年度　超過勤務命令簿 高知学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2019 高知学習センター 職員 超過勤務命令簿 平成31年度　超過勤務命令簿 高知学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2017 高知学習センター 職員 勤務時間割振表 平成29年度　勤務時間割振表 高知学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2018 高知学習センター 職員 勤務時間割振表 平成30年度　勤務時間割振表 高知学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2019 高知学習センター 職員 勤務時間割振表 平成31年度　勤務時間割振表 高知学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2015 高知学習センター 職員 扶養・通勤・住居・勤勉手当 平成13年度～平成27年度　扶養・通勤・住居・勤勉手当 高知学習センター事務長 2016/4/1 3年（支給喪失から） 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2015 高知学習センター 職員 福利厚生関係　私学共済関係 平成20年度～平成27年度　福利厚生関係　私学共済関係 高知学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2016 高知学習センター 職員 健康診断 平成28年度　健康診断 高知学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2017 高知学習センター 職員 健康診断 平成29年度　健康診断 高知学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2018 高知学習センター 職員 健康診断 平成30年度　健康診断 高知学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2019 高知学習センター 職員 健康診断 平成31年度　健康診断 高知学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2017 高知学習センター 職員 客員教員・面接授業講師用勤務等記録簿 平成29年度　客員教員・面接授業講師用勤務等記録簿 高知学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2018 高知学習センター 職員 客員教員・面接授業講師用勤務等記録簿 平成30年度　客員教員・面接授業講師用勤務等記録簿 高知学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2019 高知学習センター 職員 客員教員・面接授業講師用勤務等記録簿 平成31年度　客員教員・面接授業講師用勤務等記録簿 高知学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2015 高知学習センター 面接授業 面接授業 平成27年度第1学期　面接授業 高知学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2015 高知学習センター 面接授業 面接授業 平成27年度第2学期　面接授業 高知学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2016 高知学習センター 面接授業 面接授業 平成28年度第1学期　面接授業 高知学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2016 高知学習センター 面接授業 面接授業 平成28年度第2学期　面接授業 高知学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2017 高知学習センター 面接授業 面接授業 平成29年度第1学期　面接授業 高知学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2017 高知学習センター 面接授業 面接授業 平成29年度第2学期　面接授業 高知学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2018 高知学習センター 面接授業 面接授業 平成30年度第1学期　面接授業 高知学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2018 高知学習センター 面接授業 面接授業 平成30年度第2学期　面接授業 高知学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2019 高知学習センター 面接授業 面接授業 平成31年度第1学期　面接授業 高知学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2019 高知学習センター 面接授業 面接授業 平成31年度第2学期　面接授業 高知学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2016 高知学習センター 面接授業 面接授業（勤務時間報告） 平成25年度～平成28年度　面接授業（勤務時間報告） 高知学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2017 高知学習センター 面接授業 面接授業（勤務時間報告） 平成29年度　面接授業（勤務時間報告） 高知学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2018 高知学習センター 面接授業 面接授業（勤務時間報告） 平成30年度　面接授業（勤務時間報告） 高知学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2019 高知学習センター 面接授業 面接授業（勤務時間報告） 平成31年度　面接授業（勤務時間報告） 高知学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2016 高知学習センター 面接授業 面接授業＜追加登録＞ 平成27年度～平成28年度　面接授業＜追加登録＞ 高知学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2017 高知学習センター 面接授業 面接授業＜追加登録＞ 平成29年度　面接授業＜追加登録＞ 高知学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2018 高知学習センター 面接授業 面接授業＜追加登録＞ 平成30年度　面接授業＜追加登録＞ 高知学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2019 高知学習センター 面接授業 面接授業＜追加登録＞ 平成31年度　面接授業＜追加登録＞ 高知学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2016 高知学習センター 面接授業 面接授業（成績評価簿） 平成27年度～平成28年度　面接授業（成績評価簿） 高知学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2017 高知学習センター 面接授業 面接授業（成績評価簿） 平成29年度　面接授業（成績評価簿） 高知学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2018 高知学習センター 面接授業 面接授業（成績評価簿） 平成30年度　面接授業（成績評価簿） 高知学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2019 高知学習センター 面接授業 面接授業（成績評価簿） 平成31年度　面接授業（成績評価簿） 高知学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2016 高知学習センター 面接授業 面接授業[非常勤講師委嘱] 平成27年度～平成28年度　面接授業[非常勤講師委嘱] 高知学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2017 高知学習センター 面接授業 面接授業[非常勤講師委嘱] 平成29年度　面接授業[非常勤講師委嘱] 高知学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2018 高知学習センター 面接授業 面接授業[非常勤講師委嘱] 平成30年度　面接授業[非常勤講師委嘱] 高知学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2019 高知学習センター 面接授業 面接授業[非常勤講師委嘱] 平成31年度　面接授業[非常勤講師委嘱] 高知学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2017 高知学習センター 面接授業 面接授業（アンケート） 平成29年度第1学期　面接授業（アンケート） 高知学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2017 高知学習センター 面接授業 面接授業（アンケート） 平成29年度第2学期　面接授業（アンケート） 高知学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2018 高知学習センター 面接授業 面接授業（アンケート） 平成30年度第1学期　面接授業（アンケート） 高知学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2018 高知学習センター 面接授業 面接授業（アンケート） 平成30年度第2学期　面接授業（アンケート） 高知学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2019 高知学習センター 面接授業 面接授業（アンケート） 平成31年度第1学期　面接授業（アンケート） 高知学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2019 高知学習センター 面接授業 面接授業（アンケート） 平成31年度第2学期　面接授業（アンケート） 高知学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2015 高知学習センター 教務 単位互換制度 平成27年度　単位互換制度 高知学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
1997 高知学習センター 教務 高知県内4大学及び放送大学間の単位互換に関する協定書 高知県内4大学及び放送大学間の単位互換に関する協定書 高知学習センター事務長 1998/4/1 3年（失効後） 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2016 高知学習センター 教務 卒業研究 平成26年度～平成28年度　卒業研究 高知学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2017 高知学習センター 教務 卒業研究 平成29年度　卒業研究 高知学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2018 高知学習センター 教務 卒業研究 平成30年度　卒業研究 高知学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2019 高知学習センター 教務 卒業研究 令和元年度　卒業研究 高知学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2015 高知学習センター 教務 学生配布資料 平成23年度～平成27年度　学生配布資料 高知学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2015 高知学習センター 教務 夏季集中型 平成25年度～平成27年度　夏季集中型 高知学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2017 高知学習センター 教務 夏季集中型 平成28年度～平成29年度　夏季集中型 高知学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2018 高知学習センター 教務 夏季集中型 平成30年度　夏季集中型 高知学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2019 高知学習センター 教務 夏季集中型 平成31年度　夏季集中型 高知学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2016 高知学習センター 教務 科目群履修認証制度〔エキスパート〕 平成22年度～平成28年度　科目群履修認証制度〔エキスパート〕 高知学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2019 高知学習センター 教務 科目群履修認証制度〔エキスパート〕 平成29年度～　科目群履修認証制度〔エキスパート〕 高知学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2015 高知学習センター 教務 教員免許更新講習 平成26年度～平成27年度　教員免許更新講習 高知学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2016 高知学習センター 教務 教員免許更新講習 平成28年度　教員免許更新講習 高知学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2017 高知学習センター 教務 教員免許更新講習 平成29年度　教員免許更新講習 高知学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2018 高知学習センター 教務 教員免許更新講習 平成30年度　教員免許更新講習 高知学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2019 高知学習センター 教務 教員免許更新講習 平成31年度　教員免許更新講習 高知学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
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2010 高知学習センター 学生関係 学生教育研究災害傷害保険受付簿 平成15年度～平成22年度　学生教育研究災害傷害保険受付簿等 高知学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2015 高知学習センター 学生関係 学生教育研究災害傷害保険受付簿 平成23年度～平成27年度　学生教育研究災害傷害保険受付簿 高知学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2017 高知学習センター 学生関係 学生教育研究災害傷害保険受付簿 平成28年度～平成29年度　学生教育研究災害傷害保険受付簿 高知学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2018 高知学習センター 学生関係 学生教育研究災害傷害保険受付簿 平成30年度　学生教育研究災害傷害保険受付簿 高知学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2019 高知学習センター 学生関係 学生教育研究災害傷害保険受付簿 平成31年度　学生教育研究災害傷害保険受付簿 高知学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2011 高知学習センター 学生関係 奨学金 平成19年度～平成23年度　奨学金 高知学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2014 高知学習センター 学生関係 奨学金関係（重要なもの） 平成24年度～平成26年度　奨学金関係（重要なもの） 高知学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2017 高知学習センター 学生関係 奨学金関係（重要なもの） 平成27年度～平成29年度　奨学金関係（重要なもの） 高知学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2018 高知学習センター 学生関係 奨学金関係（重要なもの） 平成30年度　奨学金関係（重要なもの） 高知学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2019 高知学習センター 学生関係 奨学金関係（重要なもの） 平成31年度　奨学金関係（重要なもの） 高知学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2016 高知学習センター 学生関係 学生研修旅行 平成26年度～平成28年度　学生研修旅行 高知学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2017 高知学習センター 学生関係 学生研修旅行 平成29年度　学生研修旅行 高知学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2018 高知学習センター 学生関係 学生研修旅行 平成30年度　学生研修旅行 高知学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2019 高知学習センター 学生関係 学生研修旅行 平成31年度　学生研修旅行 高知学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2015 高知学習センター 学生関係 講習会関係 平成27年度　講習会関係 高知学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2016 高知学習センター 学生関係 講習会関係 平成28年度　講習会関係 高知学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2017 高知学習センター 学生関係 講習会関係 平成29年度　講習会関係 高知学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2018 高知学習センター 学生関係 講習会関係 平成30年度　講習会関係 高知学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2019 高知学習センター 学生関係 講習会関係 平成31年度　講習会関係 高知学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2017 高知学習センター 学生関係 駐車場利用無料券発行願・台帳 平成29年度　駐車場利用無料券発行願・台帳 高知学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2018 高知学習センター 学生関係 駐車場利用無料券発行願・台帳 平成30年度　駐車場利用無料券発行願・台帳 高知学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2019 高知学習センター 学生関係 駐車場利用無料券発行願・台帳 平成31年度　駐車場利用無料券発行願・台帳 高知学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2019 高知学習センター 同窓会 同窓会 平成24年度～　同窓会 高知学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2019 高知学習センター 同窓会 室戸貫歩 平成20年度～　室戸貫歩 高知学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2019 高知学習センター 同窓会 学生交流会等 平成18年度～　学生交流会等 高知学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2017 高知学習センター 学生関係 セミナー/学習相談 平成23年度～平成29年度　セミナー/学習相談 高知学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2018 高知学習センター 学生関係 セミナー/学習相談 平成30年度　セミナー/学習相談 高知学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2019 高知学習センター 学生関係 セミナー/学習相談 平成31年度　セミナー/学習相談 高知学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2017 高知学習センター 学生関係 住所等変更届 平成28年度～平成29年度　住所等変更届 高知学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2018 高知学習センター 学生関係 住所等変更届 平成30年度　住所等変更届 高知学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2019 高知学習センター 学生関係 住所等変更届 平成31年度　住所等変更届 高知学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2010 高知学習センター 学生関係 印刷教材申込書・販売報告書 平成18年度～平成22年度　印刷教材申込書・販売報告書綴 高知学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2014 高知学習センター 学生関係 印刷教材申込書・販売報告書 平成23年度～平成26年度　印刷教材申込書・販売報告書 高知学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2016 高知学習センター 学生関係 印刷教材申込書・販売報告書 平成27年度～平成28年度　印刷教材申込書・販売報告書 高知学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2017 高知学習センター 学生関係 印刷教材申込書・販売報告書 平成29年度　印刷教材申込書・販売報告書 高知学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2018 高知学習センター 学生関係 印刷教材申込書・販売報告書 平成30年度　印刷教材申込書・販売報告書 高知学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2019 高知学習センター 学生関係 印刷教材申込書・販売報告書 平成31年度　印刷教材申込書・販売報告書 高知学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2017 高知学習センター 学生関係 学生証授受簿 平成29年度　学生証授受簿 高知学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2018 高知学習センター 学生関係 学生証授受簿 平成30年度　学生証授受簿 高知学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2019 高知学習センター 学生関係 学生証授受簿 平成31年度　学生証授受簿 高知学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2016 高知学習センター 学生関係 芸術文化祭 2015年度～2016年度　芸術文化祭 高知学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2017 高知学習センター 学生関係 芸術文化祭 2017年度　芸術文化祭 高知学習センター事務長 2018/4/1 5.年 2023/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2018 高知学習センター 学生関係 芸術文化祭 2018年度　芸術文化祭 高知学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2019 高知学習センター 学生関係 芸術文化祭 2019年度　芸術文化祭 高知学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2017 高知学習センター 学生関係 再視聴施設　幡多クリーンセンター関係 平成27年度～平成29年度　再視聴施設　幡多クリーンセンター関係 高知学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2018 高知学習センター 学生関係 再視聴施設　幡多クリーンセンター関係 平成30年度　再視聴施設　幡多クリーンセンター関係 高知学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2019 高知学習センター 学生関係 再視聴施設　幡多クリーンセンター関係 平成31年度　再視聴施設　幡多クリーンセンター関係 高知学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2019 高知学習センター 学生関係 オーテピア高知図書館視聴学習コーナー関係 平成30年度～　オーテピア高知図書館視聴学習コーナー関係 高知学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2015 高知学習センター 証明書 証明書発行台帳／諸証明書交付願（学部） 平成26年度～平成27年度　証明書発行台帳／諸証明書交付願（学部） 高知学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2017 高知学習センター 証明書 証明書発行台帳／諸証明書交付願（学部） 平成28年度～平成29年度　証明書発行台帳／諸証明書交付願（学部） 高知学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2018 高知学習センター 証明書 証明書発行台帳／諸証明書交付願（学部） 平成30年度　証明書発行台帳／諸証明書交付願（学部） 高知学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2019 高知学習センター 証明書 証明書発行台帳／諸証明書交付願（学部） 平成31年度　証明書発行台帳／諸証明書交付願（学部） 高知学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2017 高知学習センター 証明書 証明書発行台帳／諸証明書交付願（大学院） 平成21年度～平成29年度　証明書発行台帳／諸証明書交付願（大学院） 高知学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2018 高知学習センター 証明書 証明書発行台帳／諸証明書交付願（大学院） 平成30年度　証明書発行台帳／諸証明書交付願（大学院） 高知学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2019 高知学習センター 証明書 証明書発行台帳／諸証明書交付願（大学院） 平成31年度　証明書発行台帳／諸証明書交付願（大学院） 高知学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2017 高知学習センター 学生関係 奨学金関係（重要なもの） 平成29年度　学割証等発行願・台帳 高知学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2015 高知学習センター 教務 大学院入試・研究指導・博士課程 平成26年度～平成27年度　大学院入試・研究指導・博士課程 高知学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2017 高知学習センター 教務 大学院入試・研究指導・博士課程 平成28年度～平成29年度　大学院入試・研究指導・博士課程 高知学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2018 高知学習センター 教務 大学院入試・研究指導・博士課程 平成30年度　大学院入試・研究指導・博士課程 高知学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2019 高知学習センター 教務 大学院入試・研究指導・博士課程 令和元年度　大学院入試・研究指導・博士課程 高知学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2015 高知学習センター 単位認定試験関係 通信指導・単位認定試験 平成27年度第1学期　通信指導・単位認定試験 高知学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2015 高知学習センター 単位認定試験関係 通信指導・単位認定試験 平成27年度第2学期　通信指導・単位認定試験 高知学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2016 高知学習センター 単位認定試験関係 通信指導・単位認定試験 平成28年度第1学期　通信指導・単位認定試験 高知学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2016 高知学習センター 単位認定試験関係 通信指導・単位認定試験 平成28年度第2学期　通信指導・単位認定試験 高知学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2017 高知学習センター 単位認定試験関係 通信指導・単位認定試験 平成29年度第1学期　通信指導・単位認定試験 高知学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2017 高知学習センター 単位認定試験関係 通信指導・単位認定試験 平成29年度第2学期　通信指導・単位認定試験 高知学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2018 高知学習センター 単位認定試験関係 通信指導・単位認定試験 平成30年度第1学期　通信指導・単位認定試験 高知学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2018 高知学習センター 単位認定試験関係 通信指導・単位認定試験 平成30年度第2学期　通信指導・単位認定試験 高知学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2019 高知学習センター 単位認定試験関係 通信指導・単位認定試験 平成31年度第1学期　通信指導・単位認定試験 高知学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
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2019 高知学習センター 単位認定試験関係 通信指導・単位認定試験 令和元年度第2学期　通信指導・単位認定試験 高知学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2015 高知学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験受験者名簿 平成27年度　単位認定試験受験者名簿 高知学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2016 高知学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験受験者名簿 平成28年度　単位認定試験受験者名簿 高知学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2017 高知学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験受験者名簿 平成29年度　単位認定試験受験者名簿 高知学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2018 高知学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験受験者名簿 平成30年度　単位認定試験受験者名簿 高知学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2019 高知学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験受験者名簿 平成31年度　単位認定試験受験者名簿 高知学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2017 高知学習センター 図書・視聴 放送教材宅配申込書（原本） 平成29年度　放送教材宅配申込書（原本） 高知学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2017 高知学習センター 図書・視聴 放送教材宅配（郵送）貸出申込書 平成29年度　放送教材宅配（郵送）貸出申込書 高知学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2019 高知学習センター 図書・視聴 放送教材差替え・修正連絡 平成26年度～　放送教材差替え・修正連絡 高知学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2019 高知学習センター 図書・視聴 テープ複製簿 平成26年度～　テープ複製簿 高知学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2017 高知学習センター 図書・視聴 図書貸出申込書 平成29年度　図書貸出申込書 高知学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2018 高知学習センター 図書・視聴 図書貸出申込書 平成30年度　図書貸出申込書 高知学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2019 高知学習センター 図書・視聴 図書貸出申込書 平成31年度　図書貸出申込書 高知学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2017 高知学習センター 図書・視聴 雑誌貸出申込書 平成29年度　雑誌貸出申込書 高知学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2018 高知学習センター 図書・視聴 雑誌貸出申込書 平成30年度　雑誌貸出申込書 高知学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2015 高知学習センター 図書・視聴 他大学・附属図書館・各ＳＣ利用願 平成27年度　他大学・附属図書館・各ＳＣ利用願 高知学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2016 高知学習センター 図書・視聴 他大学・附属図書館・各ＳＣ利用願 平成28年度　他大学・附属図書館・各ＳＣ利用願 高知学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2017 高知学習センター 図書・視聴 他大学・附属図書館・各ＳＣ利用願 平成29年度　他大学・附属図書館・各ＳＣ利用願 高知学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2018 高知学習センター 図書・視聴 他大学・附属図書館・各ＳＣ利用願 平成30年度　他大学・附属図書館・各ＳＣ利用願 高知学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2019 高知学習センター 図書・視聴 他大学・附属図書館・各ＳＣ利用願 平成31年度　他大学・附属図書館・各ＳＣ利用願 高知学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2019 高知学習センター 図書・視聴 講義室稼動状況調査 平成31年度　講義室稼動状況調査 高知学習センター事務長 2020/4/1 1年 2021/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2017 高知学習センター 図書・視聴 放送教材貸出申込書 平成29年度　放送教材貸出申込書 高知学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2019 高知学習センター 図書・視聴 文献複写 平成23年度～　文献複写 高知学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2017 高知学習センター 図書・視聴 図書・再視聴室利用状況調べ 平成29年度　図書・再視聴室利用状況調べ 高知学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2018 高知学習センター 図書・視聴 図書・再視聴室利用状況調べ 平成30年度　図書・再視聴室利用状況調べ 高知学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2019 高知学習センター 図書・視聴 図書・再視聴室利用状況調べ 平成31年度　図書・再視聴室利用状況調べ 高知学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2019 高知学習センター 図書・視聴 図書蔵書点検（3年に1回） 平成26年度~　図書蔵書リスト（3年に1回） 高知学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2019 高知学習センター 図書・視聴 パソコン使用願（図書・視聴学習室） 平成26年度～平成29年度　パソコン使用願（図書・視聴学習室） 高知学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2019 高知学習センター 図書・視聴 パソコン使用願（図書・視聴学習室） 平成30年度～　パソコン使用願（図書・視聴学習室） 高知学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2010 高知学習センター 会計 後納郵便発送簿 平成22年度　後納郵便発送簿 高知学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2011 高知学習センター 会計 後納郵便発送簿 平成23年度　後納郵便発送簿 高知学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2012 高知学習センター 会計 後納郵便発送簿 平成24年度　後納郵便発送簿 高知学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2013 高知学習センター 会計 後納郵便発送簿 平成25年度　後納郵便発送簿 高知学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2014 高知学習センター 会計 後納郵便発送簿 平成26年度　後納郵便発送簿 高知学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2015 高知学習センター 会計 後納郵便発送簿 平成27年度　後納郵便発送簿 高知学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2016 高知学習センター 会計 後納郵便発送簿 平成28年度　後納郵便発送簿 高知学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2017 高知学習センター 会計 後納郵便発送簿 平成29年度　後納郵便発送簿 高知学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2018 高知学習センター 会計 後納郵便発送簿 平成30年度　後納郵便発送簿 高知学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2019 高知学習センター 会計 後納郵便発送簿 平成31年度　後納郵便発送簿 高知学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2013 高知学習センター 会計 ゆうメール発送簿 平成25年度　ゆうメール発送簿 高知学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2014 高知学習センター 会計 ゆうメール発送簿 平成26年度　ゆうメール発送簿 高知学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2015 高知学習センター 会計 ゆうメール発送簿 平成27年度　ゆうメール発送簿 高知学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2016 高知学習センター 会計 ゆうメール発送簿 平成28年度　ゆうメール発送簿 高知学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2017 高知学習センター 会計 ゆうメール発送簿 平成29年度　ゆうメール発送簿 高知学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2018 高知学習センター 会計 ゆうメール発送簿 平成30年度　ゆうメール発送簿 高知学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2019 高知学習センター 会計 ゆうメール発送簿 平成31年度　ゆうメール発送簿 高知学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2010 高知学習センター 会計 切手等　発送簿 平成22年度　切手等　発送簿 高知学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2011 高知学習センター 会計 切手等　発送簿 平成23年度　切手等　発送簿 高知学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2012 高知学習センター 会計 切手等　発送簿 平成24年度　切手等　発送簿 高知学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2013 高知学習センター 会計 切手等　発送簿 平成25年度　切手等　発送簿 高知学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2014 高知学習センター 会計 切手等　発送簿 平成26年度　切手等　発送簿 高知学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2015 高知学習センター 会計 切手等　発送簿 平成27年度　切手等　発送簿 高知学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2016 高知学習センター 会計 切手等　発送簿 平成28年度　切手等　発送簿 高知学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2017 高知学習センター 会計 切手等　発送簿 平成29年度　切手等　発送簿 高知学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2018 高知学習センター 会計 切手等　発送簿 平成30年度　切手等　発送簿 高知学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2019 高知学習センター 会計 切手等　発送簿 平成31年度　切手等　発送簿 高知学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2010 高知学習センター 会計 収入関係領収証書 平成20年度～平成22年度　収入関係領収証書 高知学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2010 高知学習センター 会計 収入関係領収証書 平成22年度　収入関係領収証書 高知学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2012 高知学習センター 会計 収入関係領収証書 平成22年度～平成24年度　収入関係領収証書 高知学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2014 高知学習センター 会計 収入関係領収証書 平成24年度～平成26年度　収入関係領収証書 高知学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2016 高知学習センター 会計 収入関係領収証書 平成26年度～平成28年度　収入関係領収証書 高知学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2017 高知学習センター 会計 収入関係領収証書 平成29年度　収入関係領収証書 高知学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2018 高知学習センター 会計 収入関係領収証書 平成30年度～　収入関係領収証書 高知学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2019 高知学習センター 会計 収入関係領収証書 平成31年度～　収入関係領収証書 高知学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2010 高知学習センター 会計 収入関係 平成22年度　収入関係 高知学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2011 高知学習センター 会計 収入関係 平成23年度　収入関係 高知学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2012 高知学習センター 会計 収入関係 平成24年度　収入関係 高知学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2013 高知学習センター 会計 収入関係 平成25年度　収入関係 高知学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2014 高知学習センター 会計 収入関係 平成26年度　収入関係 高知学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
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措置結果
2015 高知学習センター 会計 収入関係 平成27年度　収入関係 高知学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2016 高知学習センター 会計 収入関係 平成28年度　収入関係 高知学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2017 高知学習センター 会計 収入関係 平成29年度　収入関係 高知学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2018 高知学習センター 会計 収入関係 平成30年度　収入関係 高知学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2019 高知学習センター 会計 収入関係 平成31年度　収入関係 高知学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2010 高知学習センター 会計 残高証明書 平成19年度～平成22年度　残高証明書 高知学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2015 高知学習センター 会計 残高証明書 平成23年度～平成27年度　残高証明書 高知学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2017 高知学習センター 会計 残高証明書 平成28年度～平成29年度　残高証明書 高知学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2018 高知学習センター 会計 残高証明書 平成30年度　残高証明書 高知学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2019 高知学習センター 会計 残高証明書 平成31年度　残高証明書 高知学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2014 高知学習センター 会計 謝金・賃金支払関係 平成26年度　謝金・賃金支払関係 高知学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2015 高知学習センター 会計 謝金・賃金支払関係 平成27年度　謝金・賃金支払関係 高知学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2016 高知学習センター 会計 謝金・賃金支払関係 平成28年度　謝金・賃金支払関係 高知学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2017 高知学習センター 会計 謝金・賃金支払関係 平成29年度　謝金・賃金支払関係 高知学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2018 高知学習センター 会計 謝金・賃金支払関係 平成30年度　謝金・賃金支払関係 高知学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2019 高知学習センター 会計 謝金・賃金支払関係 平成31年度　謝金・賃金支払関係 高知学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2010 高知学習センター 会計 予算関係 平成22年度　予算関係 高知学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2011 高知学習センター 会計 予算関係 平成23年度　予算関係 高知学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2012 高知学習センター 会計 予算関係 平成24年度　予算関係 高知学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2013 高知学習センター 会計 予算関係 平成25年度　予算関係 高知学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2014 高知学習センター 会計 予算関係 平成26年度　予算関係 高知学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2015 高知学習センター 会計 予算関係 平成27年度　予算関係 高知学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2016 高知学習センター 会計 予算関係 平成28年度　予算関係 高知学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2017 高知学習センター 会計 予算関係 平成29年度　予算関係 高知学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2018 高知学習センター 会計 予算関係 平成30年度　予算関係 高知学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2019 高知学習センター 会計 予算関係 平成31年度　予算関係 高知学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2010 高知学習センター 会計 前渡資金清算書 平成22年度　前渡資金清算書（2冊） 高知学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2011 高知学習センター 会計 前渡資金清算書 平成23年度　前渡資金清算書（2冊） 高知学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2010 高知学習センター 会計 前渡資金要求書 平成22年度　前渡資金要求書 高知学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2011 高知学習センター 会計 前渡資金要求書 平成23年度　前渡資金要求書 高知学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2012 高知学習センター 会計 前渡資金要求書・精算書 平成24年度　前渡資金要求書・精算書 高知学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2013 高知学習センター 会計 前渡資金要求書・精算書 平成25年度　前渡資金要求書・精算書 高知学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2014 高知学習センター 会計 前渡資金要求書・精算書 平成26年度　前渡資金要求書・精算書 高知学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2015 高知学習センター 会計 前渡資金要求書・精算書 平成27年度　前渡資金要求書・精算書 高知学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2016 高知学習センター 会計 前渡資金要求書・精算書 平成28年度　前渡資金要求書・精算書 高知学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2017 高知学習センター 会計 前渡資金要求書・精算書 平成29年度　前渡資金要求書・精算書 高知学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2018 高知学習センター 会計 前渡資金要求書・精算書 平成30年度　前渡資金要求書・精算書 高知学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2019 高知学習センター 会計 前渡資金要求書・精算書 平成31年度　前渡資金要求書・精算書 高知学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2010 高知学習センター 会計 常備品残高報告書 平成17年度～平成22年度　常備品残高報告書 高知学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2017 高知学習センター 会計 常備品残高報告書 平成23年度～平成29年度　常備品残高報告書 高知学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2018 高知学習センター 会計 常備品残高報告書 平成30年度　常備品残高報告書 高知学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2019 高知学習センター 会計 常備品残高報告書 平成31年度　常備品残高報告書 高知学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2012 高知学習センター 会計 支払関係 平成24年度4月～10月　支払関係 高知学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2012 高知学習センター 会計 支払関係 平成24年度11月～3月　支払関係 高知学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2013 高知学習センター 会計 支払関係 平成25年度4月～9月　支払関係 高知学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2013 高知学習センター 会計 支払関係 平成25年度10月～3月　支払関係 高知学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2014 高知学習センター 会計 支払関係 平成26年度4月～10月　支払関係 高知学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2014 高知学習センター 会計 支払関係 平成26年度11月～3月　支払関係 高知学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2015 高知学習センター 会計 支払関係 平成27年度11月～3月　支払関係 高知学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2015 高知学習センター 会計 支払関係 平成27年度11月～3月　支払関係 高知学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2016 高知学習センター 会計 支払関係 平成28年度4月～11月　支払関係 高知学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2016 高知学習センター 会計 支払関係 平成28年度12月～3月　支払関係 高知学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2017 高知学習センター 会計 支払関係 平成29年度4月～11月　支払関係 高知学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2017 高知学習センター 会計 支払関係 平成29年度12月～3月　支払関係 高知学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2018 高知学習センター 会計 支払関係 平成30年度4月～11月　支払関係 高知学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2018 高知学習センター 会計 支払関係 平成30年度12月～3月　支払関係 高知学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2019 高知学習センター 会計 支払関係 平成31年度4月～11月　支払関係 高知学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2019 高知学習センター 会計 支払関係 令和元年度12月～3月　支払関係 高知学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2017 高知学習センター 会計 清掃業務日誌 平成29年度　清掃業務日誌 高知学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2018 高知学習センター 会計 清掃業務日誌 平成30年度　清掃業務日誌 高知学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2019 高知学習センター 会計 清掃業務日誌 平成31年度　清掃業務日誌 高知学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2010 高知学習センター 会計 本部契約関係 平成22年度　本部契約関係 高知学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2011 高知学習センター 会計 本部契約関係 平成23年度　本部契約関係 高知学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2012 高知学習センター 会計 本部契約関係 平成24年度　本部契約関係 高知学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2013 高知学習センター 会計 本部契約関係 平成25年度　本部契約関係 高知学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2014 高知学習センター 会計 本部契約関係 平成26年度　本部契約関係 高知学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2015 高知学習センター 会計 本部契約関係 平成27年度　本部契約関係 高知学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2016 高知学習センター 会計 本部契約関係 平成28年度　本部契約関係 高知学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2017 高知学習センター 会計 本部契約関係 平成29年度　本部契約関係 高知学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
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2018 高知学習センター 会計 本部契約関係 平成30年度　本部契約関係 高知学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2019 高知学習センター 会計 本部契約関係 平成31年度　本部契約関係 高知学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2010 高知学習センター 会計 Open　Forum　有償配布関係綴 平成19年度～平成22年度　Open　Forum　有償配布関係綴 高知学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2014 高知学習センター 会計 Open　Forum　申請書綴 平成23年度～平成26年度　Open　Forum　申請書綴 高知学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2017 高知学習センター 会計 Open　Forum　申請書綴 平成27年度～平成29年度　Open　Forum　申請書綴 高知学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2018 高知学習センター 会計 Open　Forum　申請書綴 平成30年度　Open　Forum　申請書綴 高知学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2019 高知学習センター 会計 Open　Forum　申請書綴 平成31年度　Open　Forum　申請書綴 高知学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2010 高知学習センター 会計 広報活動・有料広告支払関係書類 平成22年度　広報活動・有料広告支払関係書類 高知学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2011 高知学習センター 会計 広報活動・有料広告支払関係書類 平成23年度　広報活動・有料広告支払関係書類 高知学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2012 高知学習センター 会計 広報活動・有料広告支払関係書類 平成24年度　広報活動・有料広告支払関係書類 高知学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2013 高知学習センター 会計 広報活動・有料広告支払関係書類 平成25年度　広報活動・有料広告支払関係書類 高知学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2011 高知学習センター 会計 物品、物品修繕及び役務等請求票兼物品取得、修繕及び役務等伺書 平成19年度～平成23年度　物品、物品修繕及び役務等請求票兼物品取得、修繕及び役務等伺書 高知学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2019 高知学習センター 会計 各種調査報告関係 平成25年度～　各種調査報告関係 高知学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2016 高知学習センター 会計 予算執行/監事監査/監査法人監査 平成25年度～平成28年度　予算執行/監事監査/監査法人監査 高知学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2015 高知学習センター 出願 出願 平成26年度～平成27年度　出願 高知学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2015 高知学習センター 出願 継続入学・再入学 平成20年度～平成27年度　継続入学・再入学 高知学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2016 高知学習センター 教務 身体に障害を有する方の出願 平成21年度～平成28年度　身体に障害を有する方の出願 高知学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2018 高知学習センター 教務 身体に障害を有する方の出願 平成29年度～　身体に障害を有する方の出願 高知学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2017 高知学習センター 情報ｼｽﾃﾑ パソコン使用願 平成28年度～平成29年度　パソコン使用願 高知学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2018 高知学習センター 情報ｼｽﾃﾑ パソコン使用願 平成30年度　パソコン使用願 高知学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2019 高知学習センター 情報ｼｽﾃﾑ パソコン使用願 平成31年度　パソコン使用願 高知学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2017 高知学習センター 情報ｼｽﾃﾑ 各種システム申請 平成29年度　各種システム申請 高知学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2018 高知学習センター 情報ｼｽﾃﾑ 各種システム申請 平成30年度　各種システム申請 高知学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2019 高知学習センター 情報ｼｽﾃﾑ 各種システム申請 平成31年度　各種システム申請 高知学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2018 高知学習センター 情報ｼｽﾃﾑ 無線LAN利用許可証交付 平成30年度　無線LAN利用許可証交付資料　（控） 高知学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2019 高知学習センター 情報ｼｽﾃﾑ 無線LAN利用許可証交付 平成31年度　無線LAN利用許可証交付資料　（控） 高知学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 高知学習センター 高知学習センター事務長 廃棄
2010 福岡学習センター 式典 入学者の集い 入学者の集い（H２２年度） 福岡学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 福岡学習センター 福岡学習センター事務長 総務担当 廃棄
2011 福岡学習センター 式典 入学者の集い 入学者の集い（H２３年度） 福岡学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 福岡学習センター 福岡学習センター事務長 総務担当 廃棄
2012 福岡学習センター 式典 入学者の集い 入学者の集い（H２４年度） 福岡学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 福岡学習センター 福岡学習センター事務長 総務担当 廃棄
2013 福岡学習センター 式典 入学者の集い 入学者の集い（H２５年度） 福岡学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 福岡学習センター 福岡学習センター事務長 総務担当 廃棄
2014 福岡学習センター 式典 入学者の集い 入学者の集い（H２６年度） 福岡学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 福岡学習センター 福岡学習センター事務長 総務担当 廃棄
2015 福岡学習センター 式典 入学者の集い 入学者の集い（H２７年度） 福岡学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 福岡学習センター 福岡学習センター事務長 総務担当 廃棄
2016 福岡学習センター 式典 入学者の集い 入学者の集い（H２８年度） 福岡学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 福岡学習センター 福岡学習センター事務長 総務担当 廃棄
2017 福岡学習センター 式典 入学者の集い 入学者の集い（H２９年度） 福岡学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 福岡学習センター 福岡学習センター事務長 総務担当 廃棄
2018 福岡学習センター 式典 入学者の集い 入学者の集い（H３０年度） 福岡学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 福岡学習センター 福岡学習センター事務長 総務担当 廃棄
2019 福岡学習センター 式典 入学者の集い 入学者の集い（令和元年度～） 福岡学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 福岡学習センター 福岡学習センター事務長 総務担当 廃棄
2010 福岡学習センター 式典 卒業式関係綴 卒業式関係綴（平成22年度） 福岡学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 福岡学習センター 福岡学習センター事務長 総務担当 廃棄
2011 福岡学習センター 式典 卒業式関係綴 卒業式関係綴（平成23年度） 福岡学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 福岡学習センター 福岡学習センター事務長 総務担当 廃棄
2012 福岡学習センター 式典 卒業式関係綴 卒業式関係綴（平成24年度） 福岡学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 福岡学習センター 福岡学習センター事務長 総務担当 廃棄
2013 福岡学習センター 式典 卒業式関係綴 卒業式関係綴（平成25年度） 福岡学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 福岡学習センター 福岡学習センター事務長 総務担当 廃棄
2014 福岡学習センター 式典 卒業式関係綴 卒業式関係綴（平成26年度） 福岡学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 福岡学習センター 福岡学習センター事務長 総務担当 廃棄
2019 福岡学習センター 式典 卒業式関係綴 卒業式関係綴（平成27～令和元年度） 福岡学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 福岡学習センター 福岡学習センター事務長 総務担当 廃棄
2019 福岡学習センター 人事 学校医関係 学校医関係　Ｈ26～Ｒ1 福岡学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 福岡学習センター 福岡学習センター事務長 総務担当 廃棄
2015 福岡学習センター 人事 客員教員関係 客員教授等関係　H26～H27 福岡学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 福岡学習センター 福岡学習センター事務長 総務担当 廃棄
2017 福岡学習センター 人事 客員教員関係 客員教授等関係　H28～H29 福岡学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 福岡学習センター 福岡学習センター事務長 総務担当 廃棄
2019 福岡学習センター 人事 客員教員関係 客員教授等関係　H30～R1 福岡学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 福岡学習センター 福岡学習センター事務長 総務担当 廃棄
2019 福岡学習センター 人事 身上調書 身上調書　H１５～Ｒ１ 福岡学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 福岡学習センター 福岡学習センター事務長 事務長 廃棄
2019 福岡学習センター 人事 職員任免（常勤・期間業務職員） 職員任免（常勤・期間業務職員）H２６～R１ 福岡学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 福岡学習センター 福岡学習センター事務長 総務担当 廃棄
2019 福岡学習センター 人事 職員任免（時間雇用） 職員任免（時間雇用）　　H２４～R１ 福岡学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 福岡学習センター 福岡学習センター事務長 総務担当 廃棄
2015 福岡学習センター 人事 非常勤講師の委嘱について 非常勤講師の委嘱について　平成２７年度 福岡学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 福岡学習センター 福岡学習センター事務長 総務担当 廃棄
2016 福岡学習センター 人事 非常勤講師の委嘱について 非常勤講師の委嘱について　平成２８年度 福岡学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 福岡学習センター 福岡学習センター事務長 総務担当 廃棄
2017 福岡学習センター 人事 非常勤講師の委嘱について 非常勤講師の委嘱について　平成２９年度 福岡学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 福岡学習センター 福岡学習センター事務長 総務担当 廃棄
2018 福岡学習センター 人事 非常勤講師の委嘱について 非常勤講師の委嘱について　平成３０年度 福岡学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 福岡学習センター 福岡学習センター事務長 総務担当 廃棄
2019 福岡学習センター 人事 非常勤講師の委嘱について 非常勤講師の委嘱について　令和元年度 福岡学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 福岡学習センター 福岡学習センター事務長 総務担当 廃棄
2017 福岡学習センター 諸会議 九州・沖縄地区事務長連絡会議 九州・沖縄地区事務長連絡会議H２９ 福岡学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 福岡学習センター 福岡学習センター事務長 総務担当 廃棄
2018 福岡学習センター 諸会議 九州・沖縄地区事務長連絡会議 九州・沖縄地区事務長連絡会議H３０ 福岡学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 福岡学習センター 福岡学習センター事務長 総務担当 廃棄
2019 福岡学習センター 諸会議 九州・沖縄地区事務長連絡会議 九州・沖縄地区事務長連絡会議R１ 福岡学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 福岡学習センター 福岡学習センター事務長 総務担当 廃棄
2017 福岡学習センター 諸会議 九州・沖縄地区所長会議 九州・沖縄地区所長会議H２９ 福岡学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 福岡学習センター 福岡学習センター事務長 総務担当 廃棄
2018 福岡学習センター 諸会議 九州・沖縄地区所長会議 九州・沖縄地区所長会議H３０ 福岡学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 福岡学習センター 福岡学習センター事務長 総務担当 廃棄
2019 福岡学習センター 諸会議 九州・沖縄地区所長会議 九州・沖縄地区所長会議R１ 福岡学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 福岡学習センター 福岡学習センター事務長 総務担当 廃棄
2019 福岡学習センター 諸会議 九州・沖縄地区事務担当者研修会 学習センター職員学務研修H２９～R１ 福岡学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 福岡学習センター 福岡学習センター事務長 総務担当 廃棄
2015 福岡学習センター 広報 広報関係 広報関係（H２７） 福岡学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 福岡学習センター 福岡学習センター事務長 広報担当 廃棄
2016 福岡学習センター 広報 広報関係 広報関係（H２８） 福岡学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 福岡学習センター 福岡学習センター事務長 広報担当 廃棄
2017 福岡学習センター 広報 広報関係 広報関係（H２９） 福岡学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 福岡学習センター 福岡学習センター事務長 広報担当 廃棄
2018 福岡学習センター 広報 広報関係 広報関係（H３０） 福岡学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 福岡学習センター 福岡学習センター事務長 広報担当 廃棄
2019 福岡学習センター 広報 広報関係 広報関係（R１） 福岡学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 福岡学習センター 福岡学習センター事務長 広報担当 廃棄
2015 福岡学習センター 広報 有料広告 有料広告（H２７） 福岡学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 福岡学習センター 福岡学習センター事務長 広報担当 廃棄
2016 福岡学習センター 広報 有料広告 有料広告（H２８） 福岡学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 福岡学習センター 福岡学習センター事務長 広報担当 廃棄
2017 福岡学習センター 広報 有料広告 有料広告（H２９） 福岡学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 福岡学習センター 福岡学習センター事務長 広報担当 廃棄
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2018 福岡学習センター 広報 有料広告 有料広告（H３０） 福岡学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 福岡学習センター 福岡学習センター事務長 広報担当 廃棄
2019 福岡学習センター 広報 有料広告 有料広告（R１） 福岡学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 福岡学習センター 福岡学習センター事務長 広報担当 廃棄
2015 福岡学習センター 広報 市町村広報誌 市町村広報誌（Ｈ２７） 福岡学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 福岡学習センター 福岡学習センター事務長 広報担当 廃棄
2016 福岡学習センター 広報 市町村広報誌 市町村広報誌（H２８） 福岡学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 福岡学習センター 福岡学習センター事務長 広報担当 廃棄
2017 福岡学習センター 広報 市町村広報誌 市町村広報誌（H２９） 福岡学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 福岡学習センター 福岡学習センター事務長 広報担当 廃棄
2018 福岡学習センター 広報 市町村広報誌 市町村広報誌（H３０） 福岡学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 福岡学習センター 福岡学習センター事務長 広報担当 廃棄
2019 福岡学習センター 広報 市町村広報誌 市町村広報誌（R１） 福岡学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 福岡学習センター 福岡学習センター事務長 広報担当 廃棄
2014 福岡学習センター 会計 料金受取人払承認関係綴 料金受取人払承認関係綴（平成２６年度） 福岡学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 福岡学習センター 福岡学習センター事務長 会計担当 廃棄
2015 福岡学習センター 会計 料金受取人払承認関係綴 料金受取人払承認関係綴（平成２７年度） 福岡学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 福岡学習センター 福岡学習センター事務長 会計担当 廃棄
2010 福岡学習センター 会計 物品、物品修繕及び役務等請求票 物品、物品修繕及び役務等通知票（平成22年度） 福岡学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 福岡学習センター 福岡学習センター事務長 会計担当 廃棄
2011 福岡学習センター 会計 物品、物品修繕及び役務等請求票 物品、物品修繕及び役務等通知票（平成23年度） 福岡学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 福岡学習センター 福岡学習センター事務長 会計担当 廃棄
2012 福岡学習センター 会計 購入依頼書・経費計算書 購入依頼書・経費計算書（平成24年度） 福岡学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 福岡学習センター 福岡学習センター事務長 会計担当 廃棄
2013 福岡学習センター 会計 購入依頼書・経費計算書 購入依頼書・経費計算書（平成25年度） 福岡学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 福岡学習センター 福岡学習センター事務長 会計担当 廃棄
2014 福岡学習センター 会計 購入依頼書・経費計算書 購入依頼書・経費計算書（平成26年度） 福岡学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 福岡学習センター 福岡学習センター事務長 会計担当 廃棄
2015 福岡学習センター 会計 購入依頼書・経費計算書 購入依頼書・経費計算書（平成27年度） 福岡学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 福岡学習センター 福岡学習センター事務長 会計担当 廃棄
2016 福岡学習センター 会計 購入依頼書・経費計算書 購入依頼書・経費計算書（平成28年度） 福岡学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 福岡学習センター 福岡学習センター事務長 会計担当 廃棄
2017 福岡学習センター 会計 購入依頼書・経費計算書 購入依頼書・経費計算書（平成29年度） 福岡学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 福岡学習センター 福岡学習センター事務長 会計担当 廃棄
2018 福岡学習センター 会計 購入依頼書・経費計算書 購入依頼書・経費計算書（平成30年度） 福岡学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 福岡学習センター 福岡学習センター事務長 会計担当 廃棄
2019 福岡学習センター 会計 購入依頼書・経費計算書 購入依頼書・経費計算書（令和元年度） 福岡学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 福岡学習センター 福岡学習センター事務長 会計担当 廃棄
2010 福岡学習センター 会計 予算示達書（支出通知書） 予算示達書（支出通知書）（平成２２年度） 福岡学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 福岡学習センター 福岡学習センター事務長 会計担当 廃棄
2011 福岡学習センター 会計 予算示達書（支出通知書） 予算示達書（支出通知書）（平成２３年度） 福岡学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 福岡学習センター 福岡学習センター事務長 会計担当 廃棄
2012 福岡学習センター 会計 予算示達書（支出通知書） 予算示達書（支出通知書）（平成２４年度） 福岡学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 福岡学習センター 福岡学習センター事務長 会計担当 廃棄
2013 福岡学習センター 会計 予算示達書（支出通知書） 予算示達書（支出通知書）（平成２５年度） 福岡学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 福岡学習センター 福岡学習センター事務長 会計担当 廃棄
2014 福岡学習センター 会計 予算示達書（支出通知書） 予算示達書（支出通知書）（平成２６年度） 福岡学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 福岡学習センター 福岡学習センター事務長 会計担当 廃棄
2015 福岡学習センター 会計 予算示達書（支出通知書） 予算示達書（支出通知書）（平成２７年度） 福岡学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 福岡学習センター 福岡学習センター事務長 会計担当 廃棄
2016 福岡学習センター 会計 予算示達書（支出通知書） 予算示達書（支出通知書）（平成２８年度） 福岡学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 福岡学習センター 福岡学習センター事務長 会計担当 廃棄
2017 福岡学習センター 会計 予算示達書（支出通知書） 予算示達書（支出通知書）（平成２９年度） 福岡学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 福岡学習センター 福岡学習センター事務長 会計担当 廃棄
2018 福岡学習センター 会計 予算示達書（支出通知書） 予算示達書（支出通知書）（平成３０年度） 福岡学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 福岡学習センター 福岡学習センター事務長 会計担当 廃棄
2019 福岡学習センター 会計 予算示達書（支出通知書） 予算示達書（支出通知書）（令和元年度） 福岡学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 福岡学習センター 福岡学習センター事務長 会計担当 廃棄
2010 福岡学習センター 会計 予算執行計画書 予算執行計画書（平成２２年度） 福岡学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 福岡学習センター 福岡学習センター事務長 会計担当 廃棄
2011 福岡学習センター 会計 予算執行計画書 予算執行計画書（平成２３年度） 福岡学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 福岡学習センター 福岡学習センター事務長 会計担当 廃棄
2012 福岡学習センター 会計 予算執行計画書 予算執行計画書（平成２４年度） 福岡学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 福岡学習センター 福岡学習センター事務長 会計担当 廃棄
2013 福岡学習センター 会計 予算執行計画書 予算執行計画書（平成２５年度） 福岡学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 福岡学習センター 福岡学習センター事務長 会計担当 廃棄
2014 福岡学習センター 会計 予算執行計画書 予算執行計画書（平成２６年度） 福岡学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 福岡学習センター 福岡学習センター事務長 会計担当 廃棄
2015 福岡学習センター 会計 予算執行計画書 予算執行計画書（平成２７年度） 福岡学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 福岡学習センター 福岡学習センター事務長 会計担当 廃棄
2016 福岡学習センター 会計 予算執行計画書 予算執行計画書（平成２８年度） 福岡学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 福岡学習センター 福岡学習センター事務長 会計担当 廃棄
2017 福岡学習センター 会計 予算執行計画書 予算執行計画書（平成２９年度） 福岡学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 福岡学習センター 福岡学習センター事務長 会計担当 廃棄
2018 福岡学習センター 会計 予算執行計画書 予算執行計画書（平成３０年度） 福岡学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 福岡学習センター 福岡学習センター事務長 会計担当 廃棄
2019 福岡学習センター 会計 予算執行計画書 予算執行計画書（令和元年度） 福岡学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 福岡学習センター 福岡学習センター事務長 会計担当 廃棄
2010 福岡学習センター 会計 予算要求書（物品購入要望書） 予算要求書（物品購入要望書）Ｈ２２ 福岡学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 福岡学習センター 福岡学習センター事務長 会計担当 廃棄
2011 福岡学習センター 会計 予算要求書（物品購入要望書） 予算要求書（物品購入要望書）Ｈ２３ 福岡学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 福岡学習センター 福岡学習センター事務長 会計担当 廃棄
2012 福岡学習センター 会計 予算要求書（物品購入要望書） 予算要求書（物品購入要望書）Ｈ２４ 福岡学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 福岡学習センター 福岡学習センター事務長 会計担当 廃棄
2013 福岡学習センター 会計 予算要求書（物品購入要望書） 予算要求書（物品購入要望書）Ｈ２５ 福岡学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 福岡学習センター 福岡学習センター事務長 会計担当 廃棄
2014 福岡学習センター 会計 予算要求書（物品購入要望書） 予算要求書（物品購入要望書）Ｈ２６ 福岡学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 福岡学習センター 福岡学習センター事務長 会計担当 廃棄
2015 福岡学習センター 会計 予算要求書（物品購入要望書） 予算要求書（物品購入要望書）Ｈ２７ 福岡学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 福岡学習センター 福岡学習センター事務長 会計担当 廃棄
2016 福岡学習センター 会計 予算要求書（物品購入要望書） 予算要求書（物品購入要望書）Ｈ２８ 福岡学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 福岡学習センター 福岡学習センター事務長 会計担当 廃棄
2017 福岡学習センター 会計 予算要求書（物品購入要望書） 予算要求書（物品購入要望書）Ｈ２９ 福岡学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 福岡学習センター 福岡学習センター事務長 会計担当 廃棄
2018 福岡学習センター 会計 予算要求書（物品購入要望書） 予算要求書（物品購入要望書）Ｈ３０ 福岡学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 福岡学習センター 福岡学習センター事務長 会計担当 廃棄
2019 福岡学習センター 会計 予算要求書（物品購入要望書） 予算要求書（物品購入要望書）Ｒ１ 福岡学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 福岡学習センター 福岡学習センター事務長 会計担当 廃棄
2010 福岡学習センター 会計 後納郵便料 後納郵便料（平成２２年度） 福岡学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 福岡学習センター 福岡学習センター事務長 会計担当 廃棄
2011 福岡学習センター 会計 後納郵便料 後納郵便料（平成２３年度） 福岡学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 福岡学習センター 福岡学習センター事務長 会計担当 廃棄
2012 福岡学習センター 会計 後納郵便料 後納郵便料（平成２４年度） 福岡学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 福岡学習センター 福岡学習センター事務長 会計担当 廃棄
2013 福岡学習センター 会計 後納郵便料 後納郵便料（平成２５年度） 福岡学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 福岡学習センター 福岡学習センター事務長 会計担当 廃棄
2014 福岡学習センター 会計 後納郵便料 後納郵便料（平成２６年度） 福岡学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 福岡学習センター 福岡学習センター事務長 会計担当 廃棄
2015 福岡学習センター 会計 後納郵便料 後納郵便料（平成２７年度） 福岡学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 福岡学習センター 福岡学習センター事務長 会計担当 廃棄
2016 福岡学習センター 会計 後納郵便料 後納郵便料（平成２８年度） 福岡学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 福岡学習センター 福岡学習センター事務長 会計担当 廃棄
2017 福岡学習センター 会計 後納郵便料 後納郵便料（平成２９年度） 福岡学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 福岡学習センター 福岡学習センター事務長 会計担当 廃棄
2018 福岡学習センター 会計 後納郵便料 後納郵便料（平成３０年度） 福岡学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 福岡学習センター 福岡学習センター事務長 会計担当 廃棄
2019 福岡学習センター 会計 後納郵便料 後納郵便料（令和元年度） 福岡学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 福岡学習センター 福岡学習センター事務長 会計担当 廃棄
2010 福岡学習センター 会計 郵便切手受払簿 郵便切手受払簿（平成２２年度） 福岡学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 福岡学習センター 福岡学習センター事務長 会計担当 廃棄
2011 福岡学習センター 会計 郵便切手受払簿 郵便切手受払簿（平成２３年度） 福岡学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 福岡学習センター 福岡学習センター事務長 会計担当 廃棄
2012 福岡学習センター 会計 郵便切手受払簿 郵便切手受払簿（平成２４年度） 福岡学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 福岡学習センター 福岡学習センター事務長 会計担当 廃棄
2013 福岡学習センター 会計 郵便切手受払簿 郵便切手受払簿（平成２５年度） 福岡学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 福岡学習センター 福岡学習センター事務長 会計担当 廃棄
2014 福岡学習センター 会計 郵便切手受払簿 郵便切手受払簿（平成２６年度） 福岡学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 福岡学習センター 福岡学習センター事務長 会計担当 廃棄
2015 福岡学習センター 会計 郵便切手受払簿 郵便切手受払簿（平成２７年度） 福岡学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 福岡学習センター 福岡学習センター事務長 会計担当 廃棄
2016 福岡学習センター 会計 郵便切手受払簿 郵便切手受払簿（平成２８年度） 福岡学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 福岡学習センター 福岡学習センター事務長 会計担当 廃棄
2017 福岡学習センター 会計 郵便切手受払簿 郵便切手受払簿（平成２９年度） 福岡学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 福岡学習センター 福岡学習センター事務長 会計担当 廃棄
2018 福岡学習センター 会計 郵便切手受払簿 郵便切手受払簿（平成３０年度） 福岡学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 福岡学習センター 福岡学習センター事務長 会計担当 廃棄
2019 福岡学習センター 会計 郵便切手受払簿 郵便切手受払簿（令和元年度） 福岡学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 福岡学習センター 福岡学習センター事務長 会計担当 廃棄



342/374

大分類 中分類
備考作成・取得年度等

文書分類
小分類 法人文書ファイル名 作成・取得者 起算日 保存期間

保存期間満了
時期

媒体の種別 保存場所 管理者 管理担当係等
保存期間満了時の

措置結果
2010 福岡学習センター 会計 前渡資金要求書・精算書 前渡資金要求書・精算書・出納簿（平成２２年度） 福岡学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 福岡学習センター 福岡学習センター事務長 会計担当 廃棄
2011 福岡学習センター 会計 前渡資金要求書・精算書 前渡資金要求書・精算書・出納簿（平成２３年度） 福岡学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 福岡学習センター 福岡学習センター事務長 会計担当 廃棄
2012 福岡学習センター 会計 前渡資金要求書・精算書 前渡資金要求書・精算書・出納簿（平成２４年度） 福岡学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 福岡学習センター 福岡学習センター事務長 会計担当 廃棄
2013 福岡学習センター 会計 前渡資金要求書・精算書 前渡資金要求書・精算書・出納簿（平成２５年度） 福岡学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 福岡学習センター 福岡学習センター事務長 会計担当 廃棄
2014 福岡学習センター 会計 前渡資金要求書・精算書 前渡資金要求書・精算書・出納簿（平成２６年度） 福岡学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 福岡学習センター 福岡学習センター事務長 会計担当 廃棄
2015 福岡学習センター 会計 前渡資金要求書・精算書 前渡資金要求書・精算書・出納簿（平成２７年度） 福岡学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 福岡学習センター 福岡学習センター事務長 会計担当 廃棄
2016 福岡学習センター 会計 前渡資金要求書・精算書 前渡資金要求書・精算書・出納簿（平成２８年度） 福岡学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 福岡学習センター 福岡学習センター事務長 会計担当 廃棄
2017 福岡学習センター 会計 前渡資金要求書・精算書 前渡資金要求書・精算書・出納簿（平成２９年度） 福岡学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 福岡学習センター 福岡学習センター事務長 会計担当 廃棄
2018 福岡学習センター 会計 前渡資金要求書・精算書 前渡資金要求書・精算書・出納簿（平成３０年度） 福岡学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 福岡学習センター 福岡学習センター事務長 会計担当 廃棄
2019 福岡学習センター 会計 前渡資金要求書・精算書 前渡資金要求書・精算書・出納簿（令和元年度） 福岡学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 福岡学習センター 福岡学習センター事務長 会計担当 廃棄
2010 福岡学習センター 会計 現金出納簿（出納員）・前渡資金出納簿（資金前渡主任） 現金出納簿（出納員）・前渡資金出納簿（資金前渡主任）（平成２２年度） 福岡学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 福岡学習センター 福岡学習センター事務長 会計担当 廃棄
2011 福岡学習センター 会計 現金出納簿（出納員）・前渡資金出納簿（資金前渡主任） 現金出納簿（出納員）・前渡資金出納簿（資金前渡主任）（平成２３年度） 福岡学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 福岡学習センター 福岡学習センター事務長 会計担当 廃棄
2012 福岡学習センター 会計 現金出納簿（出納員）・前渡資金出納簿（資金前渡主任） 現金出納簿（出納員）・前渡資金出納簿（資金前渡主任）（平成２４年度） 福岡学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 福岡学習センター 福岡学習センター事務長 会計担当 廃棄
2013 福岡学習センター 会計 現金出納簿（出納員）・前渡資金出納簿（資金前渡主任） 現金出納簿（出納員）・前渡資金出納簿（資金前渡主任）（平成２５年度） 福岡学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 福岡学習センター 福岡学習センター事務長 会計担当 廃棄
2014 福岡学習センター 会計 現金出納簿（出納員）・前渡資金出納簿（資金前渡主任） 現金出納簿（出納員）・前渡資金出納簿（資金前渡主任）（平成２６年度） 福岡学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 福岡学習センター 福岡学習センター事務長 会計担当 廃棄
2015 福岡学習センター 会計 現金出納簿（出納員）・前渡資金出納簿（資金前渡主任） 現金出納簿（出納員）・前渡資金出納簿（資金前渡主任）（平成２７年度） 福岡学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 福岡学習センター 福岡学習センター事務長 会計担当 廃棄
2016 福岡学習センター 会計 現金出納簿（出納員）・前渡資金出納簿（資金前渡主任） 現金出納簿（出納員）・前渡資金出納簿（資金前渡主任）（平成２８年度） 福岡学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 福岡学習センター 福岡学習センター事務長 会計担当 廃棄
2017 福岡学習センター 会計 現金出納簿（出納員）・前渡資金出納簿（資金前渡主任） 現金出納簿（出納員）・前渡資金出納簿（資金前渡主任）（平成２９年度） 福岡学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 福岡学習センター 福岡学習センター事務長 会計担当 廃棄
2018 福岡学習センター 会計 現金出納簿（出納員）・前渡資金出納簿（資金前渡主任） 現金出納簿（出納員）・前渡資金出納簿（資金前渡主任）（平成３０年度） 福岡学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 福岡学習センター 福岡学習センター事務長 会計担当 廃棄
2019 福岡学習センター 会計 現金出納簿（出納員）・前渡資金出納簿（資金前渡主任） 現金出納簿（出納員）・前渡資金出納簿（資金前渡主任）（令和元年度） 福岡学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 福岡学習センター 福岡学習センター事務長 会計担当 廃棄
2010 福岡学習センター 会計 現金払込（出納員） 現金払込（出納員）（平成２２年度） 福岡学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 福岡学習センター 福岡学習センター事務長 会計担当 廃棄
2011 福岡学習センター 会計 現金払込（出納員） 現金払込（出納員）（平成２３年度） 福岡学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 福岡学習センター 福岡学習センター事務長 会計担当 廃棄
2012 福岡学習センター 会計 入金実績リスト 入金実績リスト（平成２４年度） 福岡学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 福岡学習センター 福岡学習センター事務長 会計担当 廃棄
2013 福岡学習センター 会計 入金実績リスト 入金実績リスト（平成２５年度） 福岡学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 福岡学習センター 福岡学習センター事務長 会計担当 廃棄
2014 福岡学習センター 会計 入金実績リスト 入金実績リスト（平成２６年度） 福岡学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 福岡学習センター 福岡学習センター事務長 会計担当 廃棄
2015 福岡学習センター 会計 入金実績リスト 入金実績リスト（平成２７年度） 福岡学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 福岡学習センター 福岡学習センター事務長 会計担当 廃棄
2016 福岡学習センター 会計 入金実績リスト 入金実績リスト（平成２８年度） 福岡学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 福岡学習センター 福岡学習センター事務長 会計担当 廃棄
2017 福岡学習センター 会計 入金実績リスト 入金実績リスト（平成２９年度） 福岡学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 福岡学習センター 福岡学習センター事務長 会計担当 廃棄
2018 福岡学習センター 会計 入金実績リスト 入金実績リスト（平成３０年度） 福岡学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 福岡学習センター 福岡学習センター事務長 会計担当 廃棄
2019 福岡学習センター 会計 入金実績リスト 入金実績リスト（令和元年度） 福岡学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 福岡学習センター 福岡学習センター事務長 会計担当 廃棄
2019 福岡学習センター 庶務 利用の手引（センター保存分） 利用の手引（センター保存分）　H25～R１ 福岡学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 福岡学習センター 福岡学習センター事務長 総務担当 廃棄
2010 福岡学習センター 庶務 旅行命令簿・復命書 旅行命令簿・復命書（平成２２年度） 福岡学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 福岡学習センター 福岡学習センター事務長 会計担当 廃棄
2011 福岡学習センター 庶務 旅行命令簿・復命書 旅行命令簿・復命書（平成２３年度） 福岡学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 福岡学習センター 福岡学習センター事務長 会計担当 廃棄
2012 福岡学習センター 庶務 旅行命令簿・復命書 旅行命令簿・復命書（平成２４年度） 福岡学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 福岡学習センター 福岡学習センター事務長 会計担当 廃棄
2013 福岡学習センター 庶務 旅行命令簿・復命書 旅行命令簿・復命書（平成２５年度） 福岡学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 福岡学習センター 福岡学習センター事務長 会計担当 廃棄
2014 福岡学習センター 庶務 旅行命令簿・復命書 旅行命令簿・復命書（平成２６年度） 福岡学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 福岡学習センター 福岡学習センター事務長 会計担当 廃棄
2015 福岡学習センター 庶務 旅行命令簿・復命書 旅行命令簿・復命書（平成２７年度） 福岡学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 福岡学習センター 福岡学習センター事務長 会計担当 廃棄
2016 福岡学習センター 庶務 旅行命令簿・復命書 旅行命令簿・復命書（平成２８年度） 福岡学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 福岡学習センター 福岡学習センター事務長 会計担当 廃棄
2017 福岡学習センター 庶務 旅行命令簿・復命書 旅行命令簿・復命書（平成２９年度） 福岡学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 福岡学習センター 福岡学習センター事務長 会計担当 廃棄
2018 福岡学習センター 庶務 旅行命令簿・復命書 旅行命令簿・復命書（平成３０年度） 福岡学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 福岡学習センター 福岡学習センター事務長 会計担当 廃棄
2019 福岡学習センター 庶務 旅行命令簿・復命書 旅行命令簿・復命書（令和元年度） 福岡学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 福岡学習センター 福岡学習センター事務長 会計担当 廃棄
2017 福岡学習センター 職員 出勤簿 出勤簿　平成２９年度 福岡学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 福岡学習センター 福岡学習センター事務長 総務担当 廃棄
2018 福岡学習センター 職員 出勤簿 出勤簿　平成３０年度 福岡学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 福岡学習センター 福岡学習センター事務長 総務担当 廃棄
2019 福岡学習センター 職員 出勤簿 出勤簿　令和元年度 福岡学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 福岡学習センター 福岡学習センター事務長 総務担当 廃棄
2017 福岡学習センター 職員 出勤簿（面接授業非常勤講師用） 出勤簿　平成２９年度（面接授業非常勤講師用） 福岡学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 福岡学習センター 福岡学習センター事務長 総務担当 廃棄
2018 福岡学習センター 職員 出勤簿（面接授業非常勤講師用） 出勤簿　平成３０年度（面接授業非常勤講師用） 福岡学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 福岡学習センター 福岡学習センター事務長 総務担当 廃棄
2019 福岡学習センター 職員 出勤簿（面接授業非常勤講師用） 出勤簿　令和元年度（面接授業非常勤講師用） 福岡学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 福岡学習センター 福岡学習センター事務長 総務担当 廃棄
2017 福岡学習センター 職員 出勤簿（北九州サテライトスペース） 出勤簿　平成２９年度（北九州サテライトスペース） 福岡学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 福岡学習センター 福岡学習センター事務長 北九州サテライトスペース 廃棄
2018 福岡学習センター 職員 出勤簿（北九州サテライトスペース） 出勤簿　平成３０年度（北九州サテライトスペース） 福岡学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 福岡学習センター 福岡学習センター事務長 北九州サテライトスペース 廃棄
2019 福岡学習センター 職員 出勤簿（北九州サテライトスペース） 出勤簿　２０１９年度（北九州サテライトスペース） 福岡学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 福岡学習センター 福岡学習センター事務長 北九州サテライトスペース 廃棄
2019 福岡学習センター 職員 勤務時間割 勤務時間割　平成26年度～令和元年度 福岡学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 福岡学習センター 福岡学習センター事務長 総務担当 廃棄
2019 福岡学習センター 職員 時間外労働集計簿 時間外労働集計簿　平成２６年度～令和元年度 福岡学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 福岡学習センター 福岡学習センター事務長 総務担当 廃棄
2017 福岡学習センター 職員 勤務時間報告書 勤務時間報告書（H２９） 福岡学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 福岡学習センター 福岡学習センター事務長 総務担当 廃棄
2018 福岡学習センター 職員 勤務時間報告書 勤務時間報告書（H３０） 福岡学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 福岡学習センター 福岡学習センター事務長 総務担当 廃棄
2019 福岡学習センター 職員 勤務時間報告書 勤務時間報告書（R１） 福岡学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 福岡学習センター 福岡学習センター事務長 総務担当 廃棄
2013 福岡学習センター 職員 諸手当 諸手当　平成２３年度～平成２５年度 福岡学習センター事務長 2014/4/1 3年（支給喪失2018/4/1から） 2021/3/31 紙 福岡学習センター 福岡学習センター事務長 総務担当 廃棄
2018 福岡学習センター 職員 諸手当 諸手当　平成２６年度～平成３０年度 福岡学習センター事務長 2019/4/1 3年（支給喪失から） 紙 福岡学習センター 福岡学習センター事務長 総務担当 廃棄
2019 福岡学習センター 職員 諸手当 諸手当　令和元年度～ 福岡学習センター事務長 2020/4/1 3年（支給喪失から） 紙 福岡学習センター 福岡学習センター事務長 総務担当 廃棄
2016 福岡学習センター 職員 職員福利厚生 職員福利厚生（２７年度～２８年度） 福岡学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 福岡学習センター 福岡学習センター事務長 総務担当 廃棄
2019 福岡学習センター 職員 職員福利厚生 職員福利厚生（２９年度～令和元年度） 福岡学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 福岡学習センター 福岡学習センター事務長 総務担当 廃棄
2015 福岡学習センター 面接授業 面接授業 面接授業成績評価簿（平成２７年度） 福岡学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 福岡学習センター 福岡学習センター事務長 教務担当 廃棄
2016 福岡学習センター 面接授業 面接授業 面接授業成績評価簿（平成２８年度） 福岡学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 福岡学習センター 福岡学習センター事務長 教務担当 廃棄
2017 福岡学習センター 面接授業 面接授業 面接授業成績評価簿（平成２９年度） 福岡学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 福岡学習センター 福岡学習センター事務長 教務担当 廃棄
2018 福岡学習センター 面接授業 面接授業 面接授業成績評価簿（平成３０年度） 福岡学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 福岡学習センター 福岡学習センター事務長 教務担当 廃棄
2019 福岡学習センター 面接授業 面接授業 面接授業成績評価簿（令和元年度） 福岡学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 福岡学習センター 福岡学習センター事務長 教務担当 廃棄
2015 福岡学習センター 面接授業 面接授業 面接授業冊子（平成２７年度） 福岡学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 福岡学習センター 福岡学習センター事務長 教務担当 廃棄
2016 福岡学習センター 面接授業 面接授業 面接授業冊子（平成２８年度） 福岡学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 福岡学習センター 福岡学習センター事務長 教務担当 廃棄
2017 福岡学習センター 面接授業 面接授業 面接授業冊子（平成２９年度） 福岡学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 福岡学習センター 福岡学習センター事務長 教務担当 廃棄
2018 福岡学習センター 面接授業 面接授業 面接授業冊子（平成３０年度） 福岡学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 福岡学習センター 福岡学習センター事務長 教務担当 廃棄
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2019 福岡学習センター 面接授業 面接授業 面接授業冊子（令和元年度） 福岡学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 福岡学習センター 福岡学習センター事務長 教務担当 廃棄
2015 福岡学習センター 面接授業 面接授業 面接授業（平成２７年度） 福岡学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 福岡学習センター 福岡学習センター事務長 教務担当 廃棄
2016 福岡学習センター 面接授業 面接授業 面接授業（平成２８年度） 福岡学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 福岡学習センター 福岡学習センター事務長 教務担当 廃棄
2017 福岡学習センター 面接授業 面接授業 面接授業（平成２９年度） 福岡学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 福岡学習センター 福岡学習センター事務長 教務担当 廃棄
2018 福岡学習センター 面接授業 面接授業 面接授業（平成３０年度） 福岡学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 福岡学習センター 福岡学習センター事務長 教務担当 廃棄
2019 福岡学習センター 面接授業 面接授業 面接授業（令和元年度） 福岡学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 福岡学習センター 福岡学習センター事務長 教務担当 廃棄
2015 福岡学習センター 教務関係 障害者相談票等 障害者相談票等（平成27年度） 福岡学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 福岡学習センター 福岡学習センター事務長 教務担当 廃棄
2016 福岡学習センター 教務関係 障害者相談票等 障害者相談票等（平成28年度） 福岡学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 福岡学習センター 福岡学習センター事務長 教務担当 廃棄
2019 福岡学習センター 教務関係 障害者相談票等 障害者相談票等（平成29年度～令和元年度） 福岡学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 福岡学習センター 福岡学習センター事務長 教務担当 廃棄
2015 福岡学習センター 教務関係 学習指導・相談関係綴 学習指導・相談関係綴（H27年度） 福岡学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 福岡学習センター 福岡学習センター事務長 教務担当 廃棄
2016 福岡学習センター 教務関係 学習指導・相談関係綴 学習指導・相談関係綴（H28年度） 福岡学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 福岡学習センター 福岡学習センター事務長 教務担当 廃棄
2018 福岡学習センター 教務関係 学習指導・相談関係綴 学習指導・相談関係綴（H29年度～H30年度） 福岡学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 福岡学習センター 福岡学習センター事務長 教務担当 廃棄
2019 福岡学習センター 教務関係 学習指導・相談関係綴 学習指導・相談関係綴（R１年度） 福岡学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 福岡学習センター 福岡学習センター事務長 教務担当 廃棄
2019 福岡学習センター 教務関係 集団入学 集団入学（平成25年度～令和元年度） 福岡学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 福岡学習センター 福岡学習センター事務長 教務担当 廃棄
2015 福岡学習センター 学生関係 日本学生支援機構 日本学生支援機構（平成27年度） 福岡学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 福岡学習センター 福岡学習センター事務長 教務担当 廃棄
2016 福岡学習センター 学生関係 日本学生支援機構 日本学生支援機構（平成28年度） 福岡学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 福岡学習センター 福岡学習センター事務長 教務担当 廃棄
2018 福岡学習センター 学生関係 日本学生支援機構 日本学生支援機構（平成29年度～平成30年度） 福岡学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 福岡学習センター 福岡学習センター事務長 教務担当 廃棄
2019 福岡学習センター 学生関係 日本学生支援機構 日本学生支援機構（令和元年度） 福岡学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 福岡学習センター 福岡学習センター事務長 教務担当 廃棄
2015 福岡学習センター 学生関係 奨学金関係綴 奨学金関係綴（平成27年度） 福岡学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 福岡学習センター 福岡学習センター事務長 教務担当 廃棄
2016 福岡学習センター 学生関係 奨学金関係綴 奨学金関係綴（平成28年度） 福岡学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 福岡学習センター 福岡学習センター事務長 教務担当 廃棄
2019 福岡学習センター 学生関係 奨学金関係綴 奨学金関係綴（平成29年度～令和元年度） 福岡学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 福岡学習センター 福岡学習センター事務長 教務担当 廃棄
2015 福岡学習センター 学生関係 奨学金申込者資料綴 奨学金申込者資料綴（Ｈ27） 福岡学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 福岡学習センター 福岡学習センター事務長 教務担当 廃棄
2016 福岡学習センター 学生関係 奨学金申込者資料綴 奨学金申込者資料綴（Ｈ28） 福岡学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 福岡学習センター 福岡学習センター事務長 教務担当 廃棄
2019 福岡学習センター 学生関係 奨学金申込者資料綴 奨学金申込者資料綴（Ｈ29～R1） 福岡学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 福岡学習センター 福岡学習センター事務長 教務担当 廃棄
2015 福岡学習センター 証明書 証明書交付願綴 証明書交付願綴（平成27年度） 福岡学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 福岡学習センター 福岡学習センター事務長 教務担当 廃棄
2016 福岡学習センター 証明書 証明書交付願綴 証明書交付願綴（平成28年度） 福岡学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 福岡学習センター 福岡学習センター事務長 教務担当 廃棄
2017 福岡学習センター 証明書 証明書交付願綴 証明書交付願綴（平成29年度） 福岡学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 福岡学習センター 福岡学習センター事務長 教務担当 廃棄
2018 福岡学習センター 証明書 証明書交付願綴 証明書交付願綴（平成30年度） 福岡学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 福岡学習センター 福岡学習センター事務長 教務担当 廃棄
2019 福岡学習センター 証明書 証明書交付願綴 証明書交付願綴（令和元年度） 福岡学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 福岡学習センター 福岡学習センター事務長 教務担当 廃棄
2015 福岡学習センター 証明書 証明書発行受付簿（原議関係） 証明書発行受付簿（原議関係）（平成27年度） 福岡学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 福岡学習センター 福岡学習センター事務長 教務担当 廃棄
2016 福岡学習センター 証明書 証明書発行受付簿（原議関係） 証明書発行受付簿（原議関係）（平成28年度） 福岡学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 福岡学習センター 福岡学習センター事務長 教務担当 廃棄
2019 福岡学習センター 証明書 証明書発行受付簿（原議関係） 証明書発行受付簿（原議関係）（平成29年度～令和元年度） 福岡学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 福岡学習センター 福岡学習センター事務長 教務担当 廃棄
2015 福岡学習センター 証明書 単位修得証明書用原議書綴 単位修得証明書用原議書綴（平成27年度） 福岡学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 福岡学習センター 福岡学習センター事務長 教務担当 廃棄
2016 福岡学習センター 証明書 単位修得証明書用原議書綴 単位修得証明書用原議書綴（平成28年度） 福岡学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 福岡学習センター 福岡学習センター事務長 教務担当 廃棄
2017 福岡学習センター 証明書 単位修得証明書用原議書綴 単位修得証明書用原議書綴（平成29年度） 福岡学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 福岡学習センター 福岡学習センター事務長 教務担当 廃棄
2018 福岡学習センター 証明書 単位修得証明書用原議書綴 単位修得証明書用原議書綴（平成30年度） 福岡学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 福岡学習センター 福岡学習センター事務長 教務担当 廃棄
2019 福岡学習センター 証明書 単位修得証明書用原議書綴 単位修得証明書用原議書綴（令和元年度） 福岡学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 福岡学習センター 福岡学習センター事務長 教務担当 廃棄
2017 福岡学習センター 証明書 ＪＲ・地下鉄学割関係綴 ＪＲ・地下鉄学割関係綴（平成29年度） 福岡学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 福岡学習センター 福岡学習センター事務長 教務担当 廃棄
2019 福岡学習センター 証明書 ＪＲ・地下鉄学割関係綴 ＪＲ・地下鉄学割関係綴（平成30年度～令和元年度） 福岡学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 福岡学習センター 福岡学習センター事務長 教務担当 廃棄
2017 福岡学習センター 証明書 西日本鉄道学割関係綴 西日本鉄道学割関係綴（平成29年度） 福岡学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 福岡学習センター 福岡学習センター事務長 教務担当 廃棄
2019 福岡学習センター 証明書 西日本鉄道学割関係綴 西日本鉄道学割関係綴（平成30年度～令和元年度） 福岡学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 福岡学習センター 福岡学習センター事務長 教務担当 廃棄
2019 福岡学習センター 証明書 通学証明書交付台帳（地下鉄） 通学証明書交付台帳（地下鉄）（平成29年度～令和元年度） 福岡学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 福岡学習センター 福岡学習センター事務長 教務担当 廃棄
2019 福岡学習センター 証明書 通学証明書発行台帳（西鉄） 通学証明書発行台帳（西鉄）（平成29年度～令和元年度） 福岡学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 福岡学習センター 福岡学習センター事務長 教務担当 廃棄
2017 福岡学習センター 証明書 学割証等発行願綴（ＪＲ） 学割証等発行願綴（ＪＲ）H29 福岡学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 福岡学習センター 福岡学習センター事務長 教務担当 廃棄
2019 福岡学習センター 証明書 学割証等発行願綴（ＪＲ） 学割証等発行願綴（ＪＲ）H30～R1 福岡学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 福岡学習センター 福岡学習センター事務長 教務担当 廃棄
2017 福岡学習センター 証明書 旅客運賃割引証交付台帳（ＪＲ） 旅客運賃割引証交付台帳（ＪＲ）H29 福岡学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 福岡学習センター 福岡学習センター事務長 教務担当 廃棄
2019 福岡学習センター 証明書 旅客運賃割引証交付台帳（ＪＲ） 旅客運賃割引証交付台帳（ＪＲ）H30～R1 福岡学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 福岡学習センター 福岡学習センター事務長 教務担当 廃棄
2015 福岡学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験 単位認定試験（平成27年度第1学期） 福岡学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 福岡学習センター 福岡学習センター事務長 教務担当 廃棄
2015 福岡学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験 単位認定試験（平成27年度第2学期） 福岡学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 福岡学習センター 福岡学習センター事務長 教務担当 廃棄
2016 福岡学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験 単位認定試験（平成28年度第1学期） 福岡学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 福岡学習センター 福岡学習センター事務長 教務担当 廃棄
2016 福岡学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験 単位認定試験（平成28年度第2学期） 福岡学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 福岡学習センター 福岡学習センター事務長 教務担当 廃棄
2017 福岡学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験 単位認定試験（平成29年度第1学期） 福岡学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 福岡学習センター 福岡学習センター事務長 教務担当 廃棄
2017 福岡学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験 単位認定試験（平成29年度第2学期） 福岡学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 福岡学習センター 福岡学習センター事務長 教務担当 廃棄
2018 福岡学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験 単位認定試験（平成30年度第1学期） 福岡学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 福岡学習センター 福岡学習センター事務長 教務担当 廃棄
2018 福岡学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験 単位認定試験（平成30年度第2学期） 福岡学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 福岡学習センター 福岡学習センター事務長 教務担当 廃棄
2019 福岡学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験 単位認定試験（令和元年度第1学期） 福岡学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 福岡学習センター 福岡学習センター事務長 教務担当 廃棄
2019 福岡学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験 単位認定試験（令和元年度第2学期） 福岡学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 福岡学習センター 福岡学習センター事務長 教務担当 廃棄
2015 福岡学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験（看護） 単位認定試験（平成27年度　看護） 福岡学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 福岡学習センター 福岡学習センター事務長 教務担当 廃棄
2016 福岡学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験（看護） 単位認定試験（平成28年度　看護） 福岡学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 福岡学習センター 福岡学習センター事務長 教務担当 廃棄
2017 福岡学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験（看護） 単位認定試験（平成29年度　看護） 福岡学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 福岡学習センター 福岡学習センター事務長 教務担当 廃棄
2018 福岡学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験（看護） 単位認定試験（平成30年度　看護） 福岡学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 福岡学習センター 福岡学習センター事務長 教務担当 廃棄
2019 福岡学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験（看護） 単位認定試験（令和元年度　看護） 福岡学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 福岡学習センター 福岡学習センター事務長 教務担当 廃棄
2015 福岡学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験（教員免許更新講習） 単位認定試験（平成27年度　教員免許更新講習）夏期 福岡学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 福岡学習センター 福岡学習センター事務長 教務担当 廃棄
2015 福岡学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験（教員免許更新講習） 単位認定試験（平成27年度　教員免許更新講習）冬期 福岡学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 福岡学習センター 福岡学習センター事務長 教務担当 廃棄
2016 福岡学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験（教員免許更新講習） 単位認定試験（平成28年度　教員免許更新講習）夏期 福岡学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 福岡学習センター 福岡学習センター事務長 教務担当 廃棄
2016 福岡学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験（教員免許更新講習） 単位認定試験（平成28年度　教員免許更新講習）冬期 福岡学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 福岡学習センター 福岡学習センター事務長 教務担当 廃棄
2017 福岡学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験（教員免許更新講習） 単位認定試験（平成29年度　教員免許更新講習）夏期 福岡学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 福岡学習センター 福岡学習センター事務長 教務担当 廃棄
2017 福岡学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験（教員免許更新講習） 単位認定試験（平成29年度　教員免許更新講習）冬期 福岡学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 福岡学習センター 福岡学習センター事務長 教務担当 廃棄
2018 福岡学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験（教員免許更新講習） 単位認定試験（平成30年度　教員免許更新講習）夏期 福岡学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 福岡学習センター 福岡学習センター事務長 教務担当 廃棄
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2018 福岡学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験（教員免許更新講習） 単位認定試験（平成30年度　教員免許更新講習）冬期 福岡学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 福岡学習センター 福岡学習センター事務長 教務担当 廃棄
2019 福岡学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験（教員免許更新講習） 単位認定試験（令和元年度　教員免許更新講習）夏期 福岡学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 福岡学習センター 福岡学習センター事務長 教務担当 廃棄
2019 福岡学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験（教員免許更新講習） 単位認定試験（令和元年度　教員免許更新講習）冬期 福岡学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 福岡学習センター 福岡学習センター事務長 教務担当 廃棄
2015 福岡学習センター 単位認定試験関係 大学院単位認定試験 大学院単位認定試験（平成27年度第1学期） 福岡学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 福岡学習センター 福岡学習センター事務長 教務担当 廃棄
2015 福岡学習センター 単位認定試験関係 大学院単位認定試験 大学院単位認定試験（平成27年度第2学期） 福岡学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 福岡学習センター 福岡学習センター事務長 教務担当 廃棄
2016 福岡学習センター 単位認定試験関係 大学院単位認定試験 大学院単位認定試験（平成28年度第1学期） 福岡学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 福岡学習センター 福岡学習センター事務長 教務担当 廃棄
2016 福岡学習センター 単位認定試験関係 大学院単位認定試験 大学院単位認定試験（平成28年度第2学期） 福岡学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 福岡学習センター 福岡学習センター事務長 教務担当 廃棄
2017 福岡学習センター 単位認定試験関係 大学院単位認定試験 大学院単位認定試験（平成29年度第1学期） 福岡学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 福岡学習センター 福岡学習センター事務長 教務担当 廃棄
2017 福岡学習センター 単位認定試験関係 大学院単位認定試験 大学院単位認定試験（平成29年度第2学期） 福岡学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 福岡学習センター 福岡学習センター事務長 教務担当 廃棄
2018 福岡学習センター 単位認定試験関係 大学院単位認定試験 大学院単位認定試験（平成30年度第1学期） 福岡学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 福岡学習センター 福岡学習センター事務長 教務担当 廃棄
2018 福岡学習センター 単位認定試験関係 大学院単位認定試験 大学院単位認定試験（平成30年度第2学期） 福岡学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 福岡学習センター 福岡学習センター事務長 教務担当 廃棄
2019 福岡学習センター 単位認定試験関係 大学院単位認定試験 大学院単位認定試験（令和元年度第1学期） 福岡学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 福岡学習センター 福岡学習センター事務長 教務担当 廃棄
2019 福岡学習センター 単位認定試験関係 大学院単位認定試験 大学院単位認定試験（令和元年度第2学期） 福岡学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 福岡学習センター 福岡学習センター事務長 教務担当 廃棄
2015 福岡学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験受験者名簿 単位認定試験受験者名簿（27・1）福岡学習センター 福岡学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 福岡学習センター 福岡学習センター事務長 教務担当 廃棄
2015 福岡学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験受験者名簿 単位認定試験受験者名簿（27・2）福岡学習センター 福岡学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 福岡学習センター 福岡学習センター事務長 教務担当 廃棄
2016 福岡学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験受験者名簿 単位認定試験受験者名簿（28・1）福岡学習センター 福岡学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 福岡学習センター 福岡学習センター事務長 教務担当 廃棄
2016 福岡学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験受験者名簿 単位認定試験受験者名簿（28・2）福岡学習センター 福岡学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 福岡学習センター 福岡学習センター事務長 教務担当 廃棄
2017 福岡学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験受験者名簿 単位認定試験受験者名簿（29・1）福岡学習センター 福岡学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 福岡学習センター 福岡学習センター事務長 教務担当 廃棄
2017 福岡学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験受験者名簿 単位認定試験受験者名簿（29・2）福岡学習センター 福岡学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 福岡学習センター 福岡学習センター事務長 教務担当 廃棄
2018 福岡学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験受験者名簿 単位認定試験受験者名簿（30・1）福岡学習センター 福岡学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 福岡学習センター 福岡学習センター事務長 教務担当 廃棄
2018 福岡学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験受験者名簿 単位認定試験受験者名簿（30・2）福岡学習センター 福岡学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 福岡学習センター 福岡学習センター事務長 教務担当 廃棄
2019 福岡学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験受験者名簿 単位認定試験受験者名簿（元・1）福岡学習センター 福岡学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 福岡学習センター 福岡学習センター事務長 教務担当 廃棄
2019 福岡学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験受験者名簿 単位認定試験受験者名簿（元・2）福岡学習センター 福岡学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 福岡学習センター 福岡学習センター事務長 教務担当 廃棄
2019 福岡学習センター 単位認定試験関係 編入学等による既修得単位認定一覧表 編入学等による既修得単位認定一覧表（平成25年度～令和元年度） 福岡学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 福岡学習センター 福岡学習センター事務長 教務担当 廃棄
2019 福岡学習センター 図書・視聴 文献複写申込書 文献複写申込書（平成29年度～令和元年度） 福岡学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 福岡学習センター 福岡学習センター事務長 教務担当 廃棄
2019 福岡学習センター 図書・視聴 図書室・視聴学習室利用状況 図書室・視聴学習室利用状況（平成29年度～令和元年度） 福岡学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 福岡学習センター 福岡学習センター事務長 教務担当 廃棄
2019 福岡学習センター 図書・視聴 テープ貸出冊数集計表 テープ貸出冊数集計表（平成29年度～令和元年度） 福岡学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 福岡学習センター 福岡学習センター事務長 教務担当 廃棄
2019 福岡学習センター 図書・視聴 閲覧統計リスト（図書端末） 閲覧統計リスト（図書端末）（平成29年度～令和元年度） 福岡学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 福岡学習センター 福岡学習センター事務長 教務担当 廃棄
2017 福岡学習センター 施設 教室使用スケジュール（施設使用願綴） 教室使用スケジュール（施設使用願綴）（平成２９年度） 福岡学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 福岡学習センター 福岡学習センター事務長 総務担当 廃棄
2018 福岡学習センター 施設 教室使用スケジュール（施設使用願綴） 教室使用スケジュール（施設使用願綴）（平成３０年度） 福岡学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 福岡学習センター 福岡学習センター事務長 総務担当 廃棄
2019 福岡学習センター 施設 教室使用スケジュール（施設使用願綴） 教室使用スケジュール（施設使用願綴）（令和元年度） 福岡学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 福岡学習センター 福岡学習センター事務長 総務担当 廃棄
2019 福岡学習センター 施設 文書等掲示願綴 文書等掲示願綴（平成２６年度～令和元年度） 福岡学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 福岡学習センター 福岡学習センター事務長 総務担当 廃棄
1998 佐賀学習センター 式典 センター開設式 センター開設式 佐賀学習センター事務長 1999/4/1 無期限 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 総務 廃棄
2010 佐賀学習センター 式典 学位記授与式、入学者の集い 学位記授与式、入学者の集い（平成２２年度） 佐賀学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 広報 廃棄
2011 佐賀学習センター 式典 学位記授与式、入学者の集い 学位記授与式、入学者の集い（平成２３年度） 佐賀学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 広報 廃棄
2012 佐賀学習センター 式典 学位記授与式、入学者の集い 学位記授与式、入学者の集い（平成２４年度） 佐賀学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 広報 廃棄
2013 佐賀学習センター 式典 学位記授与式、入学者の集い 学位記授与式、入学者の集い（平成２５年度） 佐賀学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 広報 廃棄
2014 佐賀学習センター 式典 学位記授与式、入学者の集い 学位記授与式、入学者の集い（平成２６年度） 佐賀学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 広報 廃棄
2015 佐賀学習センター 式典 学位記授与式、入学者の集い 学位記授与式、入学者の集い（平成２７年度） 佐賀学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 広報 廃棄
2016 佐賀学習センター 式典 学位記授与式、入学者の集い 学位記授与式、入学者の集い（平成２８年度） 佐賀学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 広報 廃棄
2017 佐賀学習センター 式典 学位記授与式、入学者の集い 学位記授与式、入学者の集い（平成２９年度） 佐賀学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 広報 廃棄
2018 佐賀学習センター 式典 学位記授与式、入学者の集い 学位記授与式、入学者の集い（平成３０年度） 佐賀学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 広報 廃棄
2019 佐賀学習センター 式典 学位記授与式、入学者の集い 学位記授与式、入学者の集い（令和元年度） 佐賀学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 広報 廃棄
2008 佐賀学習センター 式典 開設10周年記念事業 開設10周年記念事業（平成２０年度） 佐賀学習センター事務長 2009/4/1 無期限 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 総務 廃棄
2018 佐賀学習センター 式典 開設20周年記念事業 開設20周年記念事業（平成29～30年度） 佐賀学習センター事務長 2019/4/1 無期限 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 総務 廃棄
2015 佐賀学習センター 管理運営 監査関係 監査関係（平成２０～２７年度） 佐賀学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 総務 廃棄
2016 佐賀学習センター 管理運営 監査関係 監査関係（平成28年度） 佐賀学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 総務 廃棄
2019 佐賀学習センター 人事 客員・非常勤講師関係 客員教員人事関係（平成２５年度～令和元年度） 佐賀学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 総務 廃棄
2015 佐賀学習センター 人事 客員・非常勤講師関係 面接授業講師委嘱関係（平成２５年度～２７年度） 佐賀学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 総務 廃棄
2019 佐賀学習センター 人事 客員・非常勤講師関係 面接授業講師委嘱関係（平成２８年度～令和元年度) 佐賀学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 総務 廃棄
2015 佐賀学習センター 人事 職員採用関係 職員採用関係（平成２５年度～２７年度） 佐賀学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 総務 廃棄
2017 佐賀学習センター 人事 職員採用関係 職員採用関係（平成28年度～29年度） 佐賀学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 総務 廃棄
2019 佐賀学習センター 人事 職員採用関係 職員採用関係（平成30年度～令和元年度） 佐賀学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 総務 廃棄
2017 佐賀学習センター 諸会議 研修・会議等 研修・会議等（平成29年度） 佐賀学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 総務 廃棄
2018 佐賀学習センター 諸会議 研修・会議等 研修・会議等（平成30年度） 佐賀学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 総務 廃棄
2019 佐賀学習センター 諸会議 研修・会議等 研修・会議等（２０１９年度） 佐賀学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 総務 廃棄
2019 佐賀学習センター 諸会議 研修・会議等 SC会議（平成28年度～令和元年度） 佐賀学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 総務 廃棄
2015 佐賀学習センター 広報 学生募集有料広告関係 学生募集有料広告関係（平成２７年度） 佐賀学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 広報 廃棄
2016 佐賀学習センター 広報 学生募集有料広告関係 学生募集有料広告関係（平成28年度） 佐賀学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 広報 廃棄
2017 佐賀学習センター 広報 学生募集有料広告関係 学生募集有料広告関係（平成29年度） 佐賀学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 広報 廃棄
2018 佐賀学習センター 広報 学生募集有料広告関係 学生募集有料広告関係（平成30年度） 佐賀学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 広報 廃棄
2019 佐賀学習センター 広報 学生募集有料広告関係 学生募集有料広告関係（令和元年度） 佐賀学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 広報 廃棄
2015 佐賀学習センター 広報 学生募集関係 学生募集関係（平成２７年度） 佐賀学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 広報 廃棄
2016 佐賀学習センター 広報 学生募集関係 学生募集関係（平成28年度） 佐賀学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 広報 廃棄
2017 佐賀学習センター 広報 学生募集関係 学生募集関係（平成29年度） 佐賀学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 広報 廃棄
2018 佐賀学習センター 広報 学生募集関係 学生募集関係（平成30年度） 佐賀学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 広報 廃棄
2019 佐賀学習センター 広報 学生募集関係 学生募集関係（令和元年度） 佐賀学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 広報 廃棄
2019 佐賀学習センター 広報 学生募集関係 研究課題・ジオロジック関係（令和元年度） 佐賀学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 広報 廃棄
2019 佐賀学習センター 広報 学生募集関係 放送大学フェア（令和元年度） 佐賀学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 広報 廃棄
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2015 佐賀学習センター 広報 公開講演会関係 公開講演会関係（平成２７年度） 佐賀学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 広報 廃棄
2016 佐賀学習センター 広報 公開講演会関係 公開講演会関係（平成28年度） 佐賀学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 広報 廃棄
2017 佐賀学習センター 広報 公開講演会関係 公開講演会関係（平成29年度） 佐賀学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 広報 廃棄
2018 佐賀学習センター 広報 公開講演会関係 公開講演会関係（平成30年度） 佐賀学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 広報 廃棄
2019 佐賀学習センター 広報 公開講演会関係 公開講演会関係（令和元年度） 佐賀学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 広報 廃棄
2019 佐賀学習センター 広報 公開講演会関係 アバンセ及び県立図書館との連携事業（令和元年度） 佐賀学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 広報 廃棄
2017 佐賀学習センター 広報 公開講演会関係 H29年度学生研究・論文発表会 佐賀学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 総務 廃棄
2018 佐賀学習センター 広報 公開講演会関係 H30年度出前公開講座 佐賀学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 総務 廃棄
2017 佐賀学習センター 広報 学長裁量経費事業 学長裁量経費事業・パソコン研修（平成29年度） 佐賀学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 総務 廃棄
2018 佐賀学習センター 広報 学長裁量経費事業 学長裁量経費事業・パソコン研修（平成30年度） 佐賀学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 総務 廃棄
2019 佐賀学習センター 広報 学長裁量経費事業 学長裁量経費事業・パソコン講習（2019年度） 佐賀学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 総務 廃棄
2019 佐賀学習センター 広報 学長裁量経費事業 学長裁量経費事業・公開講演会（2019年度） 佐賀学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 総務 廃棄
2015 佐賀学習センター 広報 機関紙（バルーン）関係 機関紙（バルーン）関係（平成27年度） 佐賀学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 教務２ 廃棄
2016 佐賀学習センター 広報 機関紙（バルーン）関係 機関紙（バルーン）関係（平成28年度） 佐賀学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 教務２ 廃棄
2017 佐賀学習センター 広報 機関紙（バルーン）関係 機関紙（バルーン）関係（平成29年度） 佐賀学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 教務２ 廃棄
2018 佐賀学習センター 広報 機関紙（バルーン）関係 機関紙（バルーン）関係（平成30年度） 佐賀学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 教務２ 廃棄
2019 佐賀学習センター 広報 機関紙（バルーン）関係 機関紙（バルーン）関係（2019年度） 佐賀学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 教務２ 廃棄
2015 佐賀学習センター 広報 ホームページ運営 ホームページ（平成２７年度） 佐賀学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 会計 廃棄
2016 佐賀学習センター 広報 ホームページ運営 ホームページ（平成２８年度） 佐賀学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 会計 廃棄
2017 佐賀学習センター 広報 ホームページ運営 ホームページ（平成２９年度） 佐賀学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 会計 廃棄
2018 佐賀学習センター 広報 ホームページ運営 ホームページ（平成３０年度） 佐賀学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 会計 廃棄
2019 佐賀学習センター 広報 ホームページ運営 ホームページ（令和元年年度） 佐賀学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 会計 廃棄
2017 佐賀学習センター 広報 資料請求関係 資料請求関係（平成２４～３０年度） 佐賀学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 広報 廃棄
2015 佐賀学習センター 庶務 法人文書ファイル管理関係 法人文書ファイル管理関係（平成２０～２７年度） 佐賀学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 総務 廃棄
2015 佐賀学習センター 庶務 法人文書ファイル管理関係 法人文書ファイル廃棄簿（平成２０～２７年度） 佐賀学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 総務 廃棄
2016 佐賀学習センター 庶務 法人文書ファイル管理関係 法人文書ファイル管理関係（平成28年度） 佐賀学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 総務 廃棄
2017 佐賀学習センター 庶務 法人文書ファイル管理関係 法人文書ファイル管理関係（平成29年度） 佐賀学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 総務 廃棄
2018 佐賀学習センター 庶務 法人文書ファイル管理関係 法人文書ファイル管理関係（平成30年度） 佐賀学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 総務 廃棄
2019 佐賀学習センター 庶務 法人文書ファイル管理関係 法人文書ファイル管理関係（2019年度） 佐賀学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 総務 廃棄
2019 佐賀学習センター 庶務 文書台帳 文書台帳（平成２１～2019年度） 佐賀学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 総務 廃棄
2010 佐賀学習センター 庶務 旅行命令・外勤関係 旅行命令・外勤関係（平成２２年度） 佐賀学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 会計 廃棄
2011 佐賀学習センター 庶務 旅行命令・外勤関係 旅行命令・外勤関係（平成２３年度） 佐賀学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 会計 廃棄
2012 佐賀学習センター 庶務 旅行命令・外勤関係 旅行命令・外勤関係（平成２４年度） 佐賀学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 会計 廃棄
2013 佐賀学習センター 庶務 旅行命令・外勤関係 旅行命令・外勤関係（平成２５年度） 佐賀学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 会計 廃棄
2014 佐賀学習センター 庶務 旅行命令・外勤関係 旅行命令・外勤関係（平成２６年度） 佐賀学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 会計 廃棄
2015 佐賀学習センター 庶務 旅行命令・外勤関係 旅行命令・外勤関係（平成２７年度） 佐賀学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 会計 廃棄
2016 佐賀学習センター 庶務 旅行命令・外勤関係 旅行命令・外勤関係（平成28年度） 佐賀学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 会計 廃棄
2017 佐賀学習センター 庶務 旅行命令・外勤関係 旅行命令・外勤関係（平成29年度） 佐賀学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 会計 廃棄
2018 佐賀学習センター 庶務 旅行命令・外勤関係 旅行命令・外勤関係（平成30年度） 佐賀学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 会計 廃棄
2019 佐賀学習センター 庶務 旅行命令・外勤関係 旅行命令・外勤関係（令和元年度） 佐賀学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 会計 廃棄
2010 佐賀学習センター 庶務 復命書 復命書（平成２２年度） 佐賀学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 総務 廃棄
2011 佐賀学習センター 庶務 復命書 復命書（平成２３年度） 佐賀学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 総務 廃棄
2012 佐賀学習センター 庶務 復命書 復命書（平成２４年度） 佐賀学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 総務 廃棄
2013 佐賀学習センター 庶務 復命書 復命書（平成２５年度） 佐賀学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 総務 廃棄
2014 佐賀学習センター 庶務 復命書 復命書（平成２６年度） 佐賀学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 総務 廃棄
2015 佐賀学習センター 庶務 復命書 復命書（平成２７年度） 佐賀学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 総務 廃棄
2016 佐賀学習センター 庶務 復命書 復命書（平成28年度） 佐賀学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 総務 廃棄
2017 佐賀学習センター 庶務 復命書 復命書（平成29年度） 佐賀学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 総務 廃棄
2018 佐賀学習センター 庶務 復命書 復命書（平成30年度） 佐賀学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 総務 廃棄
2019 佐賀学習センター 庶務 復命書 復命書（2019年度） 佐賀学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 総務 廃棄
2016 佐賀学習センター 庶務 自家用車業務使用登録台帳 自家用車業務使用登録台帳（平成２３～２８年度） 佐賀学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 会計 廃棄
2018 佐賀学習センター 庶務 自家用車業務使用登録台帳 自家用車業務使用登録台帳（平成２９～３０年度） 佐賀学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 会計 廃棄
2019 佐賀学習センター 庶務 自家用車業務使用登録台帳 自家用車業務使用登録台帳（令和元年度） 佐賀学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 会計 廃棄
2016 佐賀学習センター 庶務 備品関係 備品関係（平成２２～２8年度） 佐賀学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 総務 廃棄
2019 佐賀学習センター 庶務 備品関係 備品関係（平成２９～３1年度） 佐賀学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 総務 廃棄
2019 佐賀学習センター 庶務 備品的消耗品一覧表 備品的消耗品一覧表（平成２３～３１年度） 佐賀学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 会計 廃棄
2018 佐賀学習センター 庶務 物品関係 物品管理簿（平成２２～３０年度） 佐賀学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 総務 廃棄
2017 佐賀学習センター 庶務 情報システム関係 情報システム関係（平成28年度～29年度） 佐賀学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 総務 廃棄
2018 佐賀学習センター 庶務 情報システム関係 情報システム関係（平成30年度） 佐賀学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 総務 廃棄
2019 佐賀学習センター 庶務 情報システム関係 情報システム関係（2019年度） 佐賀学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 総務 廃棄
2015 佐賀学習センター 庶務 庶務・人事関係 平成27年度庶務・人事関係 佐賀学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 総務 廃棄
2016 佐賀学習センター 庶務 庶務・人事関係 平成28年度庶務・人事関係 佐賀学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 総務 廃棄
2017 佐賀学習センター 庶務 庶務・人事関係 平成29年度庶務・人事関係 佐賀学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 総務 廃棄
2018 佐賀学習センター 庶務 庶務・人事関係 平成30年度庶務・人事関係 佐賀学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 総務 廃棄
2019 佐賀学習センター 庶務 庶務・人事関係 2019年度庶務・人事関係 佐賀学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 総務 廃棄
2015 佐賀学習センター 庶務 本部からの照会・報告等 平成27年度本部からの照会・報告等 佐賀学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 総務 廃棄
2016 佐賀学習センター 庶務 本部からの照会・報告等 平成28年度本部からの照会・報告等 佐賀学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 総務 廃棄
2017 佐賀学習センター 庶務 本部からの照会・報告等 平成29年度本部からの照会・報告等 佐賀学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 総務 廃棄
2018 佐賀学習センター 庶務 本部からの照会・報告等 平成30年度本部からの照会・報告等 佐賀学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 総務 廃棄
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2019 佐賀学習センター 庶務 本部からの照会・報告等 2019年度本部からの照会・報告等 佐賀学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 総務 廃棄
2019 佐賀学習センター 庶務 個人番号関係 個人番号関係（平成27年度～31年度） 佐賀学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 総務 廃棄
2015 佐賀学習センター 職員 健康診断関係 健康診断関係（平成２４～２７年度） 佐賀学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 会計 廃棄
2018 佐賀学習センター 職員 健康診断関係 健康診断関係（平成２８～３０年度） 佐賀学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 会計 廃棄
2019 佐賀学習センター 職員 健康診断関係 健康診断関係（令和元年度） 佐賀学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 会計 廃棄
2017 佐賀学習センター 職員 勤務時間割振簿 勤務時間割振簿（平成２９年度） 佐賀学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 総務 廃棄
2018 佐賀学習センター 職員 勤務時間割振簿 勤務時間割振簿（平成３０年度） 佐賀学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 総務 廃棄
2019 佐賀学習センター 職員 勤務時間割振簿 勤務時間割振簿（2019年度） 佐賀学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 総務 廃棄
2017 佐賀学習センター 職員 勤務時間報告 勤務時間報告（平成29年度） 佐賀学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 総務 廃棄
2018 佐賀学習センター 職員 勤務時間報告 勤務時間報告（平成30年度） 佐賀学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 総務 廃棄
2019 佐賀学習センター 職員 勤務時間報告 勤務時間報告（2019年度） 佐賀学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 総務 廃棄
2017 佐賀学習センター 職員 時間外勤務命令簿 時間外勤務命令簿（平成29年度） 佐賀学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 総務 廃棄
2018 佐賀学習センター 職員 時間外勤務命令簿 時間外勤務命令簿（平成30年度） 佐賀学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 総務 廃棄
2019 佐賀学習センター 職員 時間外勤務命令簿 時間外勤務命令簿（2019年度） 佐賀学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 総務 廃棄
2009 佐賀学習センター 職員 職員手当認定簿 職員手当認定簿（平成２０～２１年度） 佐賀学習センター事務長 2010/4/1 3年（支給喪失から） 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 総務 廃棄
2019 佐賀学習センター 職員 職員手当認定簿 職員手当認定簿（平成２２～３1年度） 佐賀学習センター事務長 2020/4/1 3年（支給喪失から） 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 総務 廃棄
2017 佐賀学習センター 職員 出勤簿 出勤簿（平成２９年度） 佐賀学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 会計 廃棄
2018 佐賀学習センター 職員 出勤簿 出勤簿（平成３０年度） 佐賀学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 会計 廃棄
2019 佐賀学習センター 職員 出勤簿 出勤簿（２０１９年度） 佐賀学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 会計 廃棄
2018 佐賀学習センター 職員 出勤簿 平成２７～３０年度　勤務等記録簿（客員教員・非常勤講師） 佐賀学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 会計 廃棄
2019 佐賀学習センター 職員 出勤簿 令和元年度　勤務等記録簿（客員教員・非常勤講師） 佐賀学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 会計 廃棄
2017 佐賀学習センター 職員 休暇簿 休暇簿（平成２９年度） 佐賀学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 総務 廃棄
2018 佐賀学習センター 職員 休暇簿 休暇簿（平成３０年度） 佐賀学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 総務 廃棄
2019 佐賀学習センター 職員 兼業関係 兼業関係（平成２２年度～３1年度） 佐賀学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 総務 廃棄
2015 佐賀学習センター 面接授業 面接授業関係通知・報告 面接授業関係通知・報告（平成27年度） 佐賀学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 教務２ 廃棄
2016 佐賀学習センター 面接授業 面接授業関係通知・報告 面接授業関係通知・報告（平成28年度） 佐賀学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 教務２ 廃棄
2017 佐賀学習センター 面接授業 面接授業関係通知・報告 面接授業関係通知・報告（平成29年度） 佐賀学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 教務２ 廃棄
2018 佐賀学習センター 面接授業 面接授業関係通知・報告 面接授業関係通知・報告（平成30年度） 佐賀学習センター事務長 2019/4/1 3年 2024/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 教務２ 廃棄
2019 佐賀学習センター 面接授業 面接授業関係通知・報告 面接授業関係通知・報告（2019年度） 佐賀学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 教務２ 廃棄
2017 佐賀学習センター 面接授業 面接授業追加登録 面接授業科目追加登録決定通知書控（平成29年度） 佐賀学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 教務２ 廃棄
2018 佐賀学習センター 面接授業 面接授業追加登録 面接授業科目追加登録決定通知書控（平成30年度） 佐賀学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 教務２ 廃棄
2019 佐賀学習センター 面接授業 面接授業追加登録 面接授業科目追加登録決定通知書控（2019年度） 佐賀学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 教務２ 廃棄
2017 佐賀学習センター 面接授業 面接授業アンケート 面接授業アンケート（平成29年度） 佐賀学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 教務２ 廃棄
2018 佐賀学習センター 面接授業 面接授業アンケート 面接授業アンケート（平成30年度） 佐賀学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 教務２ 廃棄
2019 佐賀学習センター 面接授業 面接授業アンケート 面接授業アンケート（2019年度） 佐賀学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 教務２ 廃棄
2015 佐賀学習センター 面接授業 面接授業評価簿 面接授業成績評価簿（平成27年度） 佐賀学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 教務２ 廃棄
2016 佐賀学習センター 面接授業 面接授業評価簿 面接授業成績評価簿（平成28年度） 佐賀学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 教務２ 廃棄
2017 佐賀学習センター 面接授業 面接授業評価簿 面接授業成績評価簿（平成29年度） 佐賀学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 教務２ 廃棄
2018 佐賀学習センター 面接授業 面接授業評価簿 面接授業成績評価簿（平成30年度） 佐賀学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 教務２ 廃棄
2019 佐賀学習センター 面接授業 面接授業評価簿 面接授業成績評価簿（2019年度） 佐賀学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 教務２ 廃棄
2017 佐賀学習センター 教務関係 教務関係通知 教務関係通知（平成２９年度） 佐賀学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 教務１ 廃棄
2018 佐賀学習センター 教務関係 教務関係通知 教務関係通知（平成３０年度） 佐賀学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 教務１ 廃棄
2019 佐賀学習センター 教務関係 教務関係通知 教務関係通知（令和元年度） 佐賀学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 教務１ 廃棄
2018 佐賀学習センター 教務関係 単位互換 単位互換（特別聴講学生）（平成２８年度） 佐賀学習センター事務長 2017/4/1 3年（失効後） 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 教務１ 廃棄
2018 佐賀学習センター 教務関係 単位互換 単位互換（特別聴講学生）（平成２９年度） 佐賀学習センター事務長 2018/4/1 3年（失効後） 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 教務１ 廃棄
2018 佐賀学習センター 教務関係 単位互換 単位互換（特別聴講学生）（平成３０年度） 佐賀学習センター事務長 2019/4/1 3年（失効後） 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 教務１ 廃棄
2016 佐賀学習センター 教務関係 大学コンソーシアム規約・協定書等 大学コンソーシアム規約・協定書等（平成１９～２８年度） 佐賀学習センター事務長 2017/4/1 3年（失効後） 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 教務１ 廃棄
2017 佐賀学習センター 教務関係 大学コンソーシアム 大学コンソーシアム（平成２９年度） 佐賀学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 教務１ 廃棄
2018 佐賀学習センター 教務関係 大学コンソーシアム 大学コンソーシアム（平成３０年度） 佐賀学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 教務１ 廃棄
2019 佐賀学習センター 教務関係 大学コンソーシアム 大学コンソーシアム（令和元年度） 佐賀学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 教務１ 廃棄
2017 佐賀学習センター 教務関係 大学コンソーシアム 学習体験プラン実施校の基準（平成23年度から平成29年度） 佐賀学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 教務１ 廃棄
2018 佐賀学習センター 教務関係 大学コンソーシアム 大学コンソーシアム佐賀運営協議会（平成２９年度） 佐賀学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 教務１ 廃棄
2018 佐賀学習センター 教務関係 大学コンソーシアム 大学コンソーシアム佐賀運営協議会（平成３０年度） 佐賀学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 教務１ 廃棄
2019 佐賀学習センター 教務関係 大学コンソーシアム 大学コンソーシアム佐賀運営協議会（令和元年度） 佐賀学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 教務１ 廃棄
2018 佐賀学習センター 教務関係 大学コンソーシアム 大学コンソーシアム佐賀推進委員会（平成２９年度） 佐賀学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 教務１ 廃棄
2018 佐賀学習センター 教務関係 大学コンソーシアム 大学コンソーシアム佐賀推進委員会（平成３０年度） 佐賀学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 教務１ 廃棄
2018 佐賀学習センター 教務関係 大学コンソーシアム 大学コンソーシアム佐賀推進委員会（令和元年度） 佐賀学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 教務１ 廃棄
2018 佐賀学習センター 教務関係 大学コンソーシアム 大学コンソーシアム佐賀地域貢献部会（平成28年度～30年度） 佐賀学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 教務１ 廃棄
2018 佐賀学習センター 教務関係 大学コンソーシアム 大学コンソーシアム佐賀(総務）（平成２９年度） 佐賀学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 教務１ 廃棄
2018 佐賀学習センター 教務関係 大学コンソーシアム 大学コンソーシアム佐賀(総務）（平成３０年度） 佐賀学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 教務１ 廃棄
2019 佐賀学習センター 教務関係 大学コンソーシアム 大学コンソーシアム佐賀(総務）（令和元年度） 佐賀学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 教務１ 廃棄
2018 佐賀学習センター 教務関係 大学コンソーシアム 大学コンソ佐賀教育連携部会（平成２９年度） 佐賀学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 教務１ 廃棄
2018 佐賀学習センター 教務関係 大学コンソーシアム 大学コンソ佐賀教育連携部会（平成３０年度） 佐賀学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 教務１ 廃棄
2018 佐賀学習センター 教務関係 大学コンソーシアム 大学コンソ佐賀教育連携部会（令和元年度） 佐賀学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 教務１ 廃棄
2017 佐賀学習センター 教務関係 大学コンソーシアム 大学間連携共同教育事業実施委員会（平成２８年度～２９年度） 佐賀学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 教務１ 廃棄
2015 佐賀学習センター 教務関係 教員免許更新講習 教員免許更新講習（平成２7年度） 佐賀学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 教務１ 廃棄
2016 佐賀学習センター 教務関係 教員免許更新講習 教員免許更新講習（平成２８年度） 佐賀学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 教務１ 廃棄
2017 佐賀学習センター 教務関係 教員免許更新講習 教員免許更新講習（平成２９年度） 佐賀学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 教務１ 廃棄
2018 佐賀学習センター 教務関係 教員免許更新講習 教員免許更新講習（平成３０年度） 佐賀学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 教務１ 廃棄
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2019 佐賀学習センター 教務関係 教員免許更新講習 教員免許更新講習（令和元年度） 佐賀学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 教務１ 廃棄
2018 佐賀学習センター 教務関係 卒業研究 卒業研究（平成２７年度） 佐賀学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 教務１ 廃棄
2018 佐賀学習センター 教務関係 卒業研究 卒業研究（平成２８年度） 佐賀学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 教務１ 廃棄
2018 佐賀学習センター 教務関係 卒業研究 卒業研究（平成２９年度） 佐賀学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 教務１ 廃棄
2018 佐賀学習センター 教務関係 卒業研究 卒業研究（平成３０年度） 佐賀学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 教務１ 廃棄
2019 佐賀学習センター 教務関係 卒業研究 卒業研究（令和元年度） 佐賀学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 教務１ 廃棄
2017 佐賀学習センター 学生関係 学生に関する統計 学生に関する統計（平成１９～３０年度） 佐賀学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 広報 廃棄
2015 佐賀学習センター 学生関係 学生研修旅行 学生研修旅行（平成２７年度） 佐賀学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 広報 廃棄
2016 佐賀学習センター 学生関係 学生研修旅行 学生研修旅行（平成２８年度） 佐賀学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 広報 廃棄
2017 佐賀学習センター 学生関係 学生研修旅行 学生研修旅行（平成２９年度） 佐賀学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 広報 廃棄
2018 佐賀学習センター 学生関係 学生研修旅行 学生研修旅行（平成３０年度） 佐賀学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 広報 廃棄
2019 佐賀学習センター 学生関係 学生研修旅行 学生研修旅行（令和元年度） 佐賀学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 広報 廃棄
2015 佐賀学習センター 学生関係 学生研修会 学生研修会（平成２７年度） 佐賀学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 教務１ 廃棄
2016 佐賀学習センター 学生関係 学生研修会 学生研修会（平成２８年度） 佐賀学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 教務１ 廃棄
2017 佐賀学習センター 学生関係 学生研修会 学生研修会（平成２９年度） 佐賀学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 教務１ 廃棄
2018 佐賀学習センター 学生関係 学生表彰 学生表彰（平成２７年度） 佐賀学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 教務１ 廃棄
2018 佐賀学習センター 学生関係 学生表彰 学生表彰（平成２８年度） 佐賀学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 教務１ 廃棄
2018 佐賀学習センター 学生関係 学生表彰 学生表彰（平成２９年度） 佐賀学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 教務１ 廃棄
2018 佐賀学習センター 学生関係 学生表彰 学生表彰（平成３０年度） 佐賀学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 教務１ 廃棄
2019 佐賀学習センター 学生関係 学生表彰 学生表彰（令和元年度） 佐賀学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 教務１ 廃棄
2018 佐賀学習センター 学生関係 奨学金 奨学金（平成２７年度） 佐賀学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 教務１ 廃棄
2018 佐賀学習センター 学生関係 奨学金 奨学金（平成２８年度） 佐賀学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 教務１ 廃棄
2018 佐賀学習センター 学生関係 奨学金 奨学金（平成２９年度） 佐賀学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 教務１ 廃棄
2018 佐賀学習センター 学生関係 奨学金 奨学金（平成３０年度） 佐賀学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 教務１ 廃棄
2019 佐賀学習センター 学生関係 奨学金 奨学金（令和元年度） 佐賀学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 教務１ 廃棄
2017 佐賀学習センター 学生関係 学生教育災害保険 学生教育災害保険（平成２７年度） 佐賀学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 教務１ 廃棄
2017 佐賀学習センター 学生関係 学生教育災害保険 学生教育災害保険（平成２８年度） 佐賀学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 教務１ 廃棄
2017 佐賀学習センター 学生関係 学生教育災害保険 学生教育災害保険（平成２９年度） 佐賀学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 教務１ 廃棄
2018 佐賀学習センター 学生関係 学生教育災害保険 学生教育災害保険（平成３０年度） 佐賀学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 教務１ 廃棄
2019 佐賀学習センター 学生関係 学生教育災害保険 学生教育災害保険（令和元年度） 佐賀学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 教務１ 廃棄
2015 佐賀学習センター 学生関係 学生個人別台帳 在学者名簿（平成２７年度　第１学期・第２学期） 佐賀学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 会計 廃棄
2016 佐賀学習センター 学生関係 学生個人別台帳 在学者名簿（平成２８年度　第１学期・第２学期） 佐賀学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 会計 廃棄
2017 佐賀学習センター 学生関係 学生個人別台帳 在学者名簿（平成２９年度　第１学期・第２学期） 佐賀学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 会計 廃棄
2018 佐賀学習センター 学生関係 学生個人別台帳 在学者名簿（平成３０年度　第１学期・第２学期） 佐賀学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 会計 廃棄
2019 佐賀学習センター 学生関係 学生個人別台帳 在学者名簿（令和元年度　第１学期・第２学期） 佐賀学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 会計 廃棄
2019 佐賀学習センター 学生関係 学生の各種届 学生の各種届（平成29～31年度） 佐賀学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 教務２ 廃棄
2016 佐賀学習センター 学生関係 学生団体関係 サークル関係（平成２６～２８年度） 佐賀学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 会計 廃棄
2018 佐賀学習センター 学生関係 学生団体関係 サークル関係（平成２９～３０年度） 佐賀学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 会計 廃棄
2019 佐賀学習センター 学生関係 学生団体関係 サークル関係（令和元年度） 佐賀学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 会計 廃棄
2017 佐賀学習センター 学生関係 特別措置関係 特別措置関係（平成２３年度から２9年度） 佐賀学習センター事務長 2018/4/1 3年（失効後） 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 総務 廃棄
2018 佐賀学習センター 学生関係 特別措置関係 特別措置関係（平成３０年度） 佐賀学習センター事務長 2018/4/1 3年（失効後） 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 総務 廃棄
2017 佐賀学習センター 学生関係 配信メール 配信メール（平成２８年度～２９年度） 佐賀学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 会計 廃棄
2018 佐賀学習センター 学生関係 配信メール 配信メール（平成３０年度） 佐賀学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 会計 廃棄
2019 佐賀学習センター 学生関係 配信メール 配信メール（令和元年度） 佐賀学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 会計 廃棄
2018 佐賀学習センター 学生関係 学生証関係 学生証関係（平成２８年度～３０年度） 佐賀学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 会計 廃棄
2019 佐賀学習センター 学生関係 学生証関係 学生証関係（令和元年度） 佐賀学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 会計 廃棄
2018 佐賀学習センター 学生関係 学生証関係 学生証発行台帳（再発行）（平成２５年度～３０年度） 佐賀学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 会計 廃棄
2019 佐賀学習センター 学生関係 学生証関係 学生証発行台帳（再発行）（令和元年度） 佐賀学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 会計 廃棄
2017 佐賀学習センター 証明書 各種証明書交付願 各種証明書交付願（平成２９年度） 佐賀学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 教務１ 廃棄
2018 佐賀学習センター 証明書 各種証明書交付願 各種証明書交付願（平成３０年度） 佐賀学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 教務１ 廃棄
2019 佐賀学習センター 証明書 各種証明書交付願 各種証明書交付願（令和元年度） 佐賀学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 教務１ 廃棄
2017 佐賀学習センター 証明書 学割証発行関係 学割証等発行願(平成２７～２９年度） 佐賀学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 学習室 廃棄
2018 佐賀学習センター 証明書 学割証発行関係 学割証等発行願(平成３０年度） 佐賀学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 学習室 廃棄
2018 佐賀学習センター 証明書 学割証発行関係 学割証等発行願(令和元年度） 佐賀学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 学習室 廃棄
2018 佐賀学習センター 証明書 証明書発行台帳 証明書発行台帳（平成２８～３０年度） 佐賀学習センター事務長 2017/4/1 3年 2021/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 教務１ 廃棄
2015 佐賀学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験 単位認定試験（平成２７年度） 佐賀学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 教務１ 廃棄
2016 佐賀学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験 単位認定試験（平成２８年度） 佐賀学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 教務１ 廃棄
2017 佐賀学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験 単位認定試験（平成２９年度） 佐賀学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 教務１ 廃棄
2018 佐賀学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験 単位認定試験（平成３０年度） 佐賀学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 教務１ 廃棄
2019 佐賀学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験 単位認定試験（令和元年度） 佐賀学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 教務１ 廃棄
2017 佐賀学習センター 図書・視聴 視聴関係通知 視聴関係通知（平成２９年度） 佐賀学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 学習室 廃棄
2018 佐賀学習センター 図書・視聴 視聴関係通知 無線LAN利用関係綴（平成３０年度） 佐賀学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 学習室 廃棄
2018 佐賀学習センター 図書・視聴 視聴関係通知 無線LAN利用関係綴（令和元年度） 佐賀学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 学習室 廃棄
2017 佐賀学習センター 図書・視聴 視聴室関係統計 視聴室関係統計（平成２９年度） 佐賀学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 学習室 廃棄
2018 佐賀学習センター 図書・視聴 視聴室関係統計 視聴室関係統計（平成３０年度） 佐賀学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 学習室 廃棄
2017 佐賀学習センター 図書・視聴 図書関係通知 図書関係通知（平成２９年度） 佐賀学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 学習室 廃棄
2018 佐賀学習センター 図書・視聴 図書関係通知 「特定図書以外の図書」選定綴（平成３０年度） 佐賀学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 学習室 廃棄
2018 佐賀学習センター 図書・視聴 図書関係通知 「特定図書以外の図書」選定綴（令和元年度） 佐賀学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 学習室 廃棄
2018 佐賀学習センター 図書・視聴 図書・視聴関係 視聴学習室業務関係文書（平成３０年度） 佐賀学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 学習室 廃棄
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保存期間満了時の

措置結果
2018 佐賀学習センター 図書・視聴 図書・視聴関係 視聴学習室業務関係文書（令和元年度） 佐賀学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 学習室 廃棄
2017 佐賀学習センター 図書・視聴 教育振興会関係 放送大学教育振興会関係（平成２２～２９年度） 佐賀学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 学習室 廃棄
2018 佐賀学習センター 図書・視聴 教育振興会関係 放送大学教育振興会関係（平成３０年度） 佐賀学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 学習室 廃棄
2018 佐賀学習センター 図書・視聴 教育振興会関係 放送大学教育振興会関係（令和元年度） 佐賀学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 学習室 廃棄
2015 佐賀学習センター 会計 予算関係 予算関係（平成２２～２７年度） 佐賀学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 会計 廃棄
2016 佐賀学習センター 会計 予算関係 予算関係（平成２８年度） 佐賀学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 会計 廃棄
2018 佐賀学習センター 会計 予算関係 予算関係（平成２９年度～３０年度） 佐賀学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 会計 廃棄
2019 佐賀学習センター 会計 予算関係 予算関係（令和元年度） 佐賀学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 会計 廃棄
2015 佐賀学習センター 会計 予算関係 予算差引簿（平成２４年度～２７年度） 佐賀学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 会計 廃棄
2018 佐賀学習センター 会計 予算関係 予算差引簿（平成２８年度～３０年度） 佐賀学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 会計 廃棄
2019 佐賀学習センター 会計 予算関係 予算差引簿（令和元年度） 佐賀学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 会計 廃棄
2010 佐賀学習センター 会計 予算執行計画 予算執行計画（平成２２年度） 佐賀学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 会計 廃棄
2011 佐賀学習センター 会計 予算執行計画 予算執行計画（平成２３年度） 佐賀学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 会計 廃棄
2012 佐賀学習センター 会計 予算執行計画 予算執行計画（平成２４年度） 佐賀学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 会計 廃棄
2013 佐賀学習センター 会計 予算執行計画 予算執行計画（平成２５年度） 佐賀学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 会計 廃棄
2014 佐賀学習センター 会計 予算執行計画 予算執行計画（平成２６年度） 佐賀学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 会計 廃棄
2015 佐賀学習センター 会計 予算執行計画 予算執行計画（平成２７年度） 佐賀学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 会計 廃棄
2016 佐賀学習センター 会計 予算執行計画 予算執行計画（平成２８年度） 佐賀学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 会計 廃棄
2017 佐賀学習センター 会計 予算執行計画 予算執行計画（平成２９年度） 佐賀学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 会計 廃棄
2018 佐賀学習センター 会計 予算執行計画 予算執行計画（平成３０年度） 佐賀学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 会計 廃棄
2019 佐賀学習センター 会計 予算執行計画 予算執行計画（令和元年度） 佐賀学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 会計 廃棄
2019 佐賀学習センター 会計 オープンフォーラム有償配付報告書 オープンフォーラム有償配付報告書（平成２９～３１年度） 佐賀学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 会計 廃棄
2019 佐賀学習センター 会計 常備品残高報告書 常備品残高報告書（平成２９～３１年度） 佐賀学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 会計 廃棄
2011 佐賀学習センター 会計 年間契約 年間契約（平成１９～２３年度） 佐賀学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 会計 廃棄
2018 佐賀学習センター 会計 年間契約 年間契約（平成２４～３０年度） 佐賀学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 会計 廃棄
2019 佐賀学習センター 会計 年間契約 年間契約（令和元年度） 佐賀学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 会計 廃棄
2016 佐賀学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等受払簿（平成２１～２８年度） 佐賀学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 会計 廃棄
2018 佐賀学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等受払簿（平成２９～３０年度） 佐賀学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 会計 廃棄
2019 佐賀学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等受払簿（令和元年度） 佐賀学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 会計 廃棄
2010 佐賀学習センター 会計 会計関係通知 会計関係通知（平成２２年度） 佐賀学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 会計 廃棄
2011 佐賀学習センター 会計 会計関係通知 会計関係通知（平成２３年度） 佐賀学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 会計 廃棄
2012 佐賀学習センター 会計 会計関係通知 会計関係通知（平成２４年度） 佐賀学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 会計 廃棄
2013 佐賀学習センター 会計 会計関係通知 会計関係通知（平成２５年度） 佐賀学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 会計 廃棄
2014 佐賀学習センター 会計 会計関係通知 会計関係通知（平成２６年度） 佐賀学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 会計 廃棄
2015 佐賀学習センター 会計 会計関係通知 会計関係通知（平成２７年度） 佐賀学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 会計 廃棄
2016 佐賀学習センター 会計 会計関係通知 会計関係通知（平成２８年度） 佐賀学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 会計 廃棄
2017 佐賀学習センター 会計 会計関係通知 会計関係通知（平成２９年度） 佐賀学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 会計 廃棄
2018 佐賀学習センター 会計 会計関係通知 会計関係通知（平成３０年度） 佐賀学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 会計 廃棄
2019 佐賀学習センター 会計 会計関係通知 会計関係通知（令和元年度） 佐賀学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 会計 廃棄
2017 佐賀学習センター 会計 会場（研修室）使用 アバンセ施設等利用許可申請書控（平成29年度） 佐賀学習センター事務長 2019/4/1 3年 2021/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 教務２ 廃棄
2018 佐賀学習センター 会計 会場（研修室）使用 アバンセ施設等利用許可申請書控（平成30年度） 佐賀学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 教務２ 廃棄
2019 佐賀学習センター 会計 会場（研修室）使用 アバンセ施設等利用許可申請書控（2019年度） 佐賀学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 教務２ 廃棄
2019 佐賀学習センター 会計 会場（研修室）予約 施設利用予約状況一覧表（平成30～令和1年度） 佐賀学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 教務２ 廃棄
2013 佐賀学習センター 会計 現金出納簿 現金出納簿（平成２２～２５年度） 佐賀学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 会計 廃棄
2018 佐賀学習センター 会計 現金出納簿 現金出納簿（平成２６～３０年度） 佐賀学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 会計 廃棄
2019 佐賀学習センター 会計 現金出納簿 現金出納簿（令和元年度） 佐賀学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 会計 廃棄
2010 佐賀学習センター 会計 現金払込仕訳書 現金払込仕訳書（平成２２年度） 佐賀学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 会計 廃棄
2011 佐賀学習センター 会計 現金払込仕訳書 現金払込仕訳書（平成２３年度） 佐賀学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 会計 廃棄
2010 佐賀学習センター 会計 現金払込書 現金払込書（平成２２年度） 佐賀学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 会計 廃棄
2011 佐賀学習センター 会計 現金払込書 現金払込書（平成２３年度） 佐賀学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 会計 廃棄
2012 佐賀学習センター 会計 入金業務 入金業務（平成２４年度） 佐賀学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 会計 廃棄
2013 佐賀学習センター 会計 入金業務 入金業務（平成２５年度） 佐賀学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 会計 廃棄
2014 佐賀学習センター 会計 入金業務 入金業務（平成２６年度） 佐賀学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 会計 廃棄
2015 佐賀学習センター 会計 入金業務 入金業務（平成２７年度） 佐賀学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 会計 廃棄
2016 佐賀学習センター 会計 入金業務 入金業務（平成２８年度） 佐賀学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 会計 廃棄
2017 佐賀学習センター 会計 入金業務 入金業務（平成２９年度） 佐賀学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 会計 廃棄
2018 佐賀学習センター 会計 入金業務 入金業務（平成３０年度） 佐賀学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 会計 廃棄
2019 佐賀学習センター 会計 入金業務 入金業務（令和元年度） 佐賀学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 会計 廃棄
2010 佐賀学習センター 会計 支払済伝票 支払済伝票（平成２２年度） 佐賀学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 会計 廃棄
2011 佐賀学習センター 会計 支払済伝票 支払済伝票（平成２３年度） 佐賀学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 会計 廃棄
2012 佐賀学習センター 会計 発注業務 発注業務（平成２４年度） 佐賀学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 会計 廃棄
2013 佐賀学習センター 会計 発注業務 発注業務（平成２５年度） 佐賀学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 会計 廃棄
2014 佐賀学習センター 会計 発注業務 発注業務（平成２６年度） 佐賀学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 会計 廃棄
2015 佐賀学習センター 会計 発注業務 発注業務（平成２７年度） 佐賀学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 会計 廃棄
2016 佐賀学習センター 会計 発注業務 発注業務（平成２８年度） 佐賀学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 会計 廃棄
2017 佐賀学習センター 会計 発注業務 発注業務（平成２９年度） 佐賀学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 会計 廃棄
2018 佐賀学習センター 会計 発注業務 発注業務（平成３０年度） 佐賀学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 会計 廃棄
2019 佐賀学習センター 会計 発注業務 発注業務（令和元年度） 佐賀学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 会計 廃棄
2012 佐賀学習センター 会計 学生特別経費・学生助成金関係経費 学生特別経費・学生助成金関係経費（平成２４年度） 佐賀学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 会計 廃棄
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保存期間満了時の

措置結果
2013 佐賀学習センター 会計 学生特別経費・学生助成金関係経費 学生特別経費・学生助成金関係経費（平成２５年度） 佐賀学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 会計 廃棄
2014 佐賀学習センター 会計 学生特別経費・学生助成金関係経費 学生特別経費・学生助成金関係経費（平成２６年度） 佐賀学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 会計 廃棄
2015 佐賀学習センター 会計 学生特別経費・学生助成金関係経費 学生助成金関係経費（平成２７年度） 佐賀学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 会計 廃棄
2016 佐賀学習センター 会計 学生特別経費・学生助成金関係経費 学生助成金関係経費（平成２８年度） 佐賀学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 会計 廃棄
2017 佐賀学習センター 会計 学生特別経費・学生助成金関係経費 学生助成金関係経費（平成２９年度） 佐賀学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 会計 廃棄
2019 佐賀学習センター 会計 学生特別経費・学生助成金関係経費 学生助成金関係経費（平成３０～３１年度） 佐賀学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 会計 廃棄
2012 佐賀学習センター 会計 広報経費・賃金・経理課入力経費 広報経費・賃金・経理課入力経費（平成２４年度） 佐賀学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 会計 廃棄
2013 佐賀学習センター 会計 広報経費・賃金・経理課入力経費 広報経費・賃金・経理課入力経費（平成２５年度） 佐賀学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 会計 廃棄
2014 佐賀学習センター 会計 広報経費・賃金・経理課入力経費 広報経費・賃金・経理課入力経費（平成２６年度） 佐賀学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 会計 廃棄
2015 佐賀学習センター 会計 広報経費・賃金・経理課入力経費 広報経費・賃金・経理課入力経費（平成２７年度） 佐賀学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 会計 廃棄
2016 佐賀学習センター 会計 広報経費・賃金・経理課入力経費 広報経費・賃金・経理課入力経費（平成２８年度） 佐賀学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 会計 廃棄
2017 佐賀学習センター 会計 広報経費・賃金・経理課入力経費 広報経費・賃金・経理課入力経費（平成２９年度） 佐賀学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 会計 廃棄
2018 佐賀学習センター 会計 広報経費・賃金・経理課入力経費 広報経費・賃金・経理課入力経費（平成３０年度） 佐賀学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 会計 廃棄
2019 佐賀学習センター 会計 広報経費・賃金・経理課入力経費 広報経費・賃金・経理課入力経費（令和元年度） 佐賀学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 会計 廃棄
2010 佐賀学習センター 会計 小口現金整理簿 小口現金整理簿（平成２２年度） 佐賀学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 会計 廃棄
2011 佐賀学習センター 会計 小口現金整理簿 小口現金整理簿（平成２３年度） 佐賀学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 会計 廃棄
2011 佐賀学習センター 会計 前途資金出納簿 前途資金出納簿（平成２２～２３年度） 佐賀学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 会計 廃棄
2010 佐賀学習センター 会計 前途資金精算書 前途資金精算書（平成２２年度） 佐賀学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 会計 廃棄
2011 佐賀学習センター 会計 前途資金精算書 前途資金精算書（平成２３年度） 佐賀学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 会計 廃棄
2010 佐賀学習センター 会計 前途資金要求書 前途資金要求書（平成２２年度） 佐賀学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 会計 廃棄
2011 佐賀学習センター 会計 前途資金要求書 前途資金要求書（平成２３年度） 佐賀学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 会計 廃棄
2012 佐賀学習センター 会計 前途資金精算・要求書 前途資金精算・要求書（平成２４年度） 佐賀学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 会計 廃棄
2013 佐賀学習センター 会計 前途資金精算・要求書 前途資金精算・要求書（平成２５年度） 佐賀学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 会計 廃棄
2014 佐賀学習センター 会計 前途資金精算・要求書 前途資金精算・要求書（平成２６年度） 佐賀学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 会計 廃棄
2015 佐賀学習センター 会計 前途資金精算・要求書 前途資金精算・要求書（平成２７年度） 佐賀学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 会計 廃棄
2016 佐賀学習センター 会計 前途資金精算・要求書 前途資金精算・要求書（平成２８年度） 佐賀学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 会計 廃棄
2017 佐賀学習センター 会計 前途資金精算・要求書 前途資金精算・要求書（平成２９年度） 佐賀学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 会計 廃棄
2018 佐賀学習センター 会計 前途資金精算・要求書 前途資金精算・要求書（平成３０年度） 佐賀学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 会計 廃棄
2019 佐賀学習センター 会計 前途資金精算・要求書 前途資金精算・要求書（令和元年度） 佐賀学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 会計 廃棄
2014 佐賀学習センター 会計 立替経費精算書 立替経費精算書（平成２４～２６年度） 佐賀学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 会計 廃棄
2016 佐賀学習センター 会計 立替経費精算書 立替経費精算書（平成２７～２８年度） 佐賀学習センター事務長 2014/4/1 10年 2027/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 会計 廃棄
2018 佐賀学習センター 会計 立替経費精算書 立替経費精算書（平成２９～３０年度） 佐賀学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 会計 廃棄
2019 佐賀学習センター 会計 立替経費精算書 立替経費精算書（令和元年度） 佐賀学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 会計 廃棄
2014 佐賀学習センター 会計 金種内訳表 金種内訳表（平成２４～２６年度） 佐賀学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 会計 廃棄
2018 佐賀学習センター 会計 金種内訳表 金種内訳表（平成２７～３０年度） 佐賀学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 会計 廃棄
2019 佐賀学習センター 会計 金種内訳表 金種内訳表（令和元年度） 佐賀学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 会計 廃棄
2016 佐賀学習センター 会計 施設設備関係 施設設備関係（平成２２～２8年度） 佐賀学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 総務 廃棄
2017 佐賀学習センター 施設 施設設備関係 施設設備関係（平成２９年度） 佐賀学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 総務 廃棄
2018 佐賀学習センター 施設 施設設備関係 施設設備関係（平成３０年度） 佐賀学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 総務 廃棄
2019 佐賀学習センター 施設 施設設備関係 施設設備関係（２０１９年度） 佐賀学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 総務 廃棄
2017 佐賀学習センター 施設 施設設備関係 学生交流室増床パーテーション工事（H29年度） 佐賀学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 総務 廃棄
2019 佐賀学習センター 施設 施設設備関係 危機管理マニュアル（平成24年度～平成31年度） 佐賀学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 総務 廃棄
2018 佐賀学習センター 施設 施設設備関係 Wi-Fi導入工事（平成30年度） 佐賀学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 佐賀学習センター 佐賀学習センター事務長 総務 廃棄
2009 長崎学習センター 式典 長崎学習センター開所式 長崎学習センター開所式 長崎学習センター事務長 2010/4/1 無期限 紙 長崎学習センター 長崎学習センター事務長 廃棄
1995 長崎学習センター 広報 センター機関誌 センター機関誌（1995.10～） 長崎学習センター事務長 1996/4/1 無期限 紙 長崎学習センター 長崎学習センター事務長 廃棄
2010 長崎学習センター 式典 学位記授与式・入学者の集い 学位記授与式・入学者の集い（平成２２年度） 長崎学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 長崎学習センター 長崎学習センター事務長 廃棄
2011 長崎学習センター 式典 学位記授与式・入学者の集い 学位記授与式・入学者の集い（平成２３年度） 長崎学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 長崎学習センター 長崎学習センター事務長 廃棄
2012 長崎学習センター 式典 学位記授与式・入学者の集い 学位記授与式・入学者の集い（平成２４年度） 長崎学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 長崎学習センター 長崎学習センター事務長 廃棄
2013 長崎学習センター 式典 学位記授与式・入学者の集い 学位記授与式・入学者の集い（平成２５年度） 長崎学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 長崎学習センター 長崎学習センター事務長 廃棄
2014 長崎学習センター 式典 学位記授与式・入学者の集い 学位記授与式・入学者の集い（平成２６年度） 長崎学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 長崎学習センター 長崎学習センター事務長 廃棄
2015 長崎学習センター 式典 学位記授与式・入学者の集い 学位記授与式・入学者の集い（平成２７年度） 長崎学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 長崎学習センター 長崎学習センター事務長 廃棄
2016 長崎学習センター 式典 学位記授与式・入学者の集い 学位記授与式・入学者の集い（平成２８年度） 長崎学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 長崎学習センター 長崎学習センター事務長 廃棄
2017 長崎学習センター 式典 学位記授与式・入学者の集い 学位記授与式・入学者の集い（平成２９年度） 長崎学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 長崎学習センター 長崎学習センター事務長 廃棄
2018 長崎学習センター 式典 学位記授与式・入学者の集い 学位記授与式・入学者の集い（平成３０年度） 長崎学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 長崎学習センター 長崎学習センター事務長 廃棄
2019 長崎学習センター 式典 学位記授与式・入学者の集い 学位記授与式・入学者の集い（２０１９年度） 長崎学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 長崎学習センター 長崎学習センター事務長 廃棄
2015 長崎学習センター 人事 常勤職員記録文書 人事関係（事務系）（平成２７年度） 長崎学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 長崎学習センター 長崎学習センター事務長 廃棄
2016 長崎学習センター 人事 常勤職員記録文書 人事関係（事務系）（平成２８年度） 長崎学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 長崎学習センター 長崎学習センター事務長 廃棄
2017 長崎学習センター 人事 常勤職員記録文書 人事関係（事務系）（平成２９年度） 長崎学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 長崎学習センター 長崎学習センター事務長 廃棄
2018 長崎学習センター 人事 常勤職員記録文書 人事関係（事務系）（平成３０年度） 長崎学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 長崎学習センター 長崎学習センター事務長 廃棄
2019 長崎学習センター 人事 常勤職員記録文書 人事関係（事務系）（２０１９年度） 長崎学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 長崎学習センター 長崎学習センター事務長 廃棄
2015 長崎学習センター 人事 客員・非常勤講師関係 人事関係（客員教員）（平成２７年度） 長崎学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 長崎学習センター 長崎学習センター事務長 廃棄
2016 長崎学習センター 人事 客員・非常勤講師関係 人事関係（客員教員）（平成２８年度） 長崎学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 長崎学習センター 長崎学習センター事務長 廃棄
2017 長崎学習センター 人事 客員・非常勤講師関係 人事関係（客員教員）（平成２９年度） 長崎学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 長崎学習センター 長崎学習センター事務長 廃棄
2018 長崎学習センター 人事 客員・非常勤講師関係 人事関係（客員教員）（平成３０年度） 長崎学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 長崎学習センター 長崎学習センター事務長 廃棄
2019 長崎学習センター 人事 客員・非常勤講師関係 人事関係（客員教員）（２０１９年度） 長崎学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 長崎学習センター 長崎学習センター事務長 廃棄
2015 長崎学習センター 人事 非常勤職員記録文書 人事関係（面接授業講師）（平成２７年度） 長崎学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 長崎学習センター 長崎学習センター事務長 廃棄
2016 長崎学習センター 人事 非常勤職員記録文書 人事関係（面接授業講師）（平成２８年度） 長崎学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 長崎学習センター 長崎学習センター事務長 廃棄
2017 長崎学習センター 人事 非常勤職員記録文書 人事関係（面接授業講師）（平成２９年度） 長崎学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 長崎学習センター 長崎学習センター事務長 廃棄
2018 長崎学習センター 人事 非常勤職員記録文書 人事関係（面接授業講師）（平成３０年度） 長崎学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 長崎学習センター 長崎学習センター事務長 廃棄
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2019 長崎学習センター 人事 非常勤職員記録文書 人事関係（面接授業講師）（２０１９年度） 長崎学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 長崎学習センター 長崎学習センター事務長 廃棄
2015 長崎学習センター 広報 広報関係（学生募集活動等含む） 学生募集関係綴（平成２７年度） 長崎学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 長崎学習センター 長崎学習センター事務長 廃棄
2016 長崎学習センター 広報 広報関係（学生募集活動等含む） 学生募集関係綴（平成２８年度） 長崎学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 長崎学習センター 長崎学習センター事務長 廃棄
2017 長崎学習センター 広報 広報関係（学生募集活動等含む） 学生募集関係綴（平成２９年度） 長崎学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 長崎学習センター 長崎学習センター事務長 廃棄
2018 長崎学習センター 広報 広報関係（学生募集活動等含む） 学生募集関係綴（平成３０年度） 長崎学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 長崎学習センター 長崎学習センター事務長 廃棄
2019 長崎学習センター 広報 広報関係（学生募集活動等含む） 学生募集関係綴（２０１９年度） 長崎学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 長崎学習センター 長崎学習センター事務長 廃棄
2015 長崎学習センター 広報 公開講座 公開講座（平成２７年度） 長崎学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 長崎学習センター 長崎学習センター事務長 廃棄
2016 長崎学習センター 広報 公開講座 公開講座（平成２８年度） 長崎学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 長崎学習センター 長崎学習センター事務長 廃棄
2017 長崎学習センター 広報 公開講座 公開講座（平成２９年度） 長崎学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 長崎学習センター 長崎学習センター事務長 廃棄
2018 長崎学習センター 広報 公開講座 公開講座（平成３０年度） 長崎学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 長崎学習センター 長崎学習センター事務長 廃棄
2019 長崎学習センター 広報 公開講座 公開講座（２０１９年度） 長崎学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 長崎学習センター 長崎学習センター事務長 廃棄
2015 長崎学習センター 広報 学生募集資料配付先台帳 学生募集資料配付先台帳（平成２７年度） 長崎学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 長崎学習センター 長崎学習センター事務長 廃棄
2016 長崎学習センター 広報 学生募集資料配付先台帳 学生募集資料配付先台帳（平成２８年度） 長崎学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 長崎学習センター 長崎学習センター事務長 廃棄
2017 長崎学習センター 広報 学生募集資料配付先台帳 学生募集資料配付先台帳（平成２９年度） 長崎学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 長崎学習センター 長崎学習センター事務長 廃棄
2018 長崎学習センター 広報 学生募集資料配付先台帳 学生募集資料配付先台帳（平成３０年度） 長崎学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 長崎学習センター 長崎学習センター事務長 廃棄
2019 長崎学習センター 広報 学生募集資料配付先台帳 学生募集資料配付先台帳（２０１９年度） 長崎学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 長崎学習センター 長崎学習センター事務長 廃棄
2015 長崎学習センター 広報 出島印刷関係綴 出島印刷関係綴（平成２７年度） 長崎学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 長崎学習センター 長崎学習センター事務長 廃棄
2016 長崎学習センター 広報 出島印刷関係綴 出島印刷関係綴（平成２８年度） 長崎学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 長崎学習センター 長崎学習センター事務長 廃棄
2017 長崎学習センター 広報 出島印刷関係綴 出島印刷関係綴（平成２９年度） 長崎学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 長崎学習センター 長崎学習センター事務長 廃棄
2018 長崎学習センター 広報 出島印刷関係綴 出島印刷関係綴（平成３０年度） 長崎学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 長崎学習センター 長崎学習センター事務長 廃棄
2019 長崎学習センター 広報 出島印刷関係綴 出島印刷関係綴（２０１９年度） 長崎学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 長崎学習センター 長崎学習センター事務長 廃棄
2015 長崎学習センター 庶務 学習センター利用の手引 学習センター利用の手引（平成２７年度） 長崎学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 長崎学習センター 長崎学習センター事務長 廃棄
2016 長崎学習センター 庶務 学習センター利用の手引 学習センター利用の手引（平成２８年度） 長崎学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 長崎学習センター 長崎学習センター事務長 廃棄
2017 長崎学習センター 庶務 学習センター利用の手引 学習センター利用の手引（平成２９年度） 長崎学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 長崎学習センター 長崎学習センター事務長 廃棄
2018 長崎学習センター 庶務 学習センター利用の手引 学習センター利用の手引（平成３０年度） 長崎学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 長崎学習センター 長崎学習センター事務長 廃棄
2019 長崎学習センター 庶務 学習センター利用の手引 学習センター利用の手引（２０１９年度） 長崎学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 長崎学習センター 長崎学習センター事務長 廃棄
2015 長崎学習センター 庶務 文書処理簿 文書処理簿（平成２７年度） 長崎学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 長崎学習センター 長崎学習センター事務長 廃棄
2016 長崎学習センター 庶務 文書処理簿 文書処理簿（平成２８年度） 長崎学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 長崎学習センター 長崎学習センター事務長 廃棄
2017 長崎学習センター 庶務 文書処理簿 文書処理簿（平成２９年度） 長崎学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 長崎学習センター 長崎学習センター事務長 廃棄
2018 長崎学習センター 庶務 文書処理簿 文書処理簿（平成３０年度） 長崎学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 長崎学習センター 長崎学習センター事務長 廃棄
2019 長崎学習センター 庶務 文書処理簿 文書処理簿（２０１９年度） 長崎学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 長崎学習センター 長崎学習センター事務長 廃棄
2014 長崎学習センター 庶務 旅行・外勤関係 旅行・外勤関係（平成２６年度） 長崎学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 長崎学習センター 長崎学習センター事務長 廃棄
2015 長崎学習センター 庶務 旅行・外勤関係 旅行・外勤関係（平成２７年度） 長崎学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 長崎学習センター 長崎学習センター事務長 廃棄
2016 長崎学習センター 庶務 旅行・外勤関係 旅行・外勤関係（平成２８年度） 長崎学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 長崎学習センター 長崎学習センター事務長 廃棄
2017 長崎学習センター 庶務 旅行・外勤関係 旅行・外勤関係（平成２９年度） 長崎学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 長崎学習センター 長崎学習センター事務長 廃棄
2018 長崎学習センター 庶務 旅行・外勤関係 旅行・外勤関係（平成３０年度） 長崎学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 長崎学習センター 長崎学習センター事務長 廃棄
2019 長崎学習センター 庶務 旅行・外勤関係 旅行・外勤関係（２０１９年度） 長崎学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 長崎学習センター 長崎学習センター事務長 廃棄
2010 長崎学習センター 庶務 物品供用簿 物品供用簿（平成２２年度） 長崎学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 長崎学習センター 長崎学習センター事務長 廃棄
2011 長崎学習センター 庶務 物品供用簿 物品供用簿（平成２３年度） 長崎学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 長崎学習センター 長崎学習センター事務長 廃棄
2012 長崎学習センター 庶務 物品供用簿 物品供用簿（平成２４年度） 長崎学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 長崎学習センター 長崎学習センター事務長 廃棄
2013 長崎学習センター 庶務 物品供用簿 物品供用簿（平成２５年度） 長崎学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 長崎学習センター 長崎学習センター事務長 廃棄
2014 長崎学習センター 庶務 物品供用簿 物品供用簿（平成２６年度） 長崎学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 長崎学習センター 長崎学習センター事務長 廃棄
2015 長崎学習センター 庶務 物品供用簿 物品供用簿（平成２７年度） 長崎学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 長崎学習センター 長崎学習センター事務長 廃棄
2016 長崎学習センター 庶務 物品供用簿 物品供用簿（平成２８年度） 長崎学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 長崎学習センター 長崎学習センター事務長 廃棄
2017 長崎学習センター 庶務 物品供用簿 物品供用簿（平成２９年度） 長崎学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 長崎学習センター 長崎学習センター事務長 廃棄
2018 長崎学習センター 庶務 物品供用簿 物品供用簿（平成３０年度） 長崎学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 長崎学習センター 長崎学習センター事務長 廃棄
2019 長崎学習センター 庶務 物品供用簿 物品供用簿（２０１９年度） 長崎学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 長崎学習センター 長崎学習センター事務長 廃棄
2017 長崎学習センター 職員 出勤簿 出勤簿（平成２９年度） 長崎学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 長崎学習センター 長崎学習センター事務長 廃棄
2018 長崎学習センター 職員 出勤簿 出勤簿（平成３０年度） 長崎学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 長崎学習センター 長崎学習センター事務長 廃棄
2019 長崎学習センター 職員 出勤簿 出勤簿（２０１９年度） 長崎学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 長崎学習センター 長崎学習センター事務長 廃棄
2017 長崎学習センター 職員 勤務時間管理 勤務時間管理（平成２９年度） 長崎学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 長崎学習センター 長崎学習センター事務長 廃棄
2018 長崎学習センター 職員 勤務時間管理 勤務時間管理（平成３０年度） 長崎学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 長崎学習センター 長崎学習センター事務長 廃棄
2019 長崎学習センター 職員 勤務時間管理 勤務時間管理（２０１９年度） 長崎学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 長崎学習センター 長崎学習センター事務長 廃棄
2017 長崎学習センター 職員 勤務時間割振変更願 勤務時間割振表・変更願（平成２９年度） 長崎学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 長崎学習センター 長崎学習センター事務長 廃棄
2018 長崎学習センター 職員 勤務時間割振変更願 勤務時間割振表・変更願（平成３０年度） 長崎学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 長崎学習センター 長崎学習センター事務長 廃棄
2019 長崎学習センター 職員 勤務時間割振変更願 勤務時間割振表・変更願（２０１９年度） 長崎学習センター事務長 2020/4/1 3年 2022/3/31 紙 長崎学習センター 長崎学習センター事務長 廃棄
2013 長崎学習センター 職員 諸手当関係 諸手当関係（平成２５年度） 長崎学習センター事務長 2014/4/1 3年（支給喪失から） 2021/3/31 紙 長崎学習センター 長崎学習センター事務長 廃棄
2014 長崎学習センター 職員 諸手当関係 諸手当関係（平成２６年度） 長崎学習センター事務長 2015/4/1 3年（支給喪失から） 2022/3/31 紙 長崎学習センター 長崎学習センター事務長 廃棄
2015 長崎学習センター 職員 諸手当関係 諸手当関係（平成２７年度） 長崎学習センター事務長 2016/4/1 3年（支給喪失から） 2023/3/31 紙 長崎学習センター 長崎学習センター事務長 廃棄
2016 長崎学習センター 職員 諸手当関係 諸手当関係（平成２８年度） 長崎学習センター事務長 2017/4/1 3年（支給喪失から） 2024/3/31 紙 長崎学習センター 長崎学習センター事務長 廃棄
2017 長崎学習センター 職員 諸手当関係 諸手当関係（平成２９年度） 長崎学習センター事務長 2018/4/1 3年（支給喪失から） 2025/3/31 紙 長崎学習センター 長崎学習センター事務長 廃棄
2018 長崎学習センター 職員 諸手当関係 諸手当関係（平成３０年度） 長崎学習センター事務長 2019/4/1 3年（支給喪失から） 2026/3/31 紙 長崎学習センター 長崎学習センター事務長 廃棄
2019 長崎学習センター 職員 諸手当関係 諸手当関係（２０１９年度） 長崎学習センター事務長 2020/4/1 3年（支給喪失から） 2027/3/31 紙 長崎学習センター 長崎学習センター事務長 廃棄
2017 長崎学習センター 職員 福利厚生関係書類 福利厚生関係書類（平成２９年度） 長崎学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 長崎学習センター 長崎学習センター事務長 廃棄
2018 長崎学習センター 職員 福利厚生関係書類 福利厚生関係書類（平成３０年度） 長崎学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 長崎学習センター 長崎学習センター事務長 廃棄
2019 長崎学習センター 職員 福利厚生関係書類 福利厚生関係書類（２０１９年度） 長崎学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 長崎学習センター 長崎学習センター事務長 廃棄
2017 長崎学習センター 職員 年末調整 年末調整（平成２９年度） 長崎学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 長崎学習センター 長崎学習センター事務長 廃棄
2018 長崎学習センター 職員 年末調整 年末調整（平成３０年度） 長崎学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 長崎学習センター 長崎学習センター事務長 廃棄
2019 長崎学習センター 職員 年末調整 年末調整（２０１９年度） 長崎学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 長崎学習センター 長崎学習センター事務長 廃棄
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2015 長崎学習センター 職員 兼業関係 兼業関係（平成２７年度） 長崎学習センター事務長 2016/4/1 3年（兼業終了後） 2021/3/31 紙 長崎学習センター 長崎学習センター事務長 廃棄
2016 長崎学習センター 職員 兼業関係 兼業関係（平成２８年度） 長崎学習センター事務長 2017/4/1 3年（兼業終了後） 2021/3/31 紙 長崎学習センター 長崎学習センター事務長 廃棄
2017 長崎学習センター 職員 兼業関係 兼業関係（平成２９年度） 長崎学習センター事務長 2018/4/1 3年（兼業終了後） 2025/3/31 紙 長崎学習センター 長崎学習センター事務長 廃棄
2018 長崎学習センター 職員 兼業関係 兼業関係（平成３０年度） 長崎学習センター事務長 2019/4/1 3年（兼業終了後） 2022/3/31 紙 長崎学習センター 長崎学習センター事務長 廃棄
2019 長崎学習センター 職員 兼業関係 兼業関係（２０１９年度） 長崎学習センター事務長 2020/4/1 3年（兼業終了後） 2024/3/31 紙 長崎学習センター 長崎学習センター事務長 廃棄
2017 長崎学習センター 職員 研修関係 研修関係（平成２９年度） 長崎学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 長崎学習センター 長崎学習センター事務長 廃棄
2018 長崎学習センター 職員 研修関係 研修関係（平成３０年度） 長崎学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 長崎学習センター 長崎学習センター事務長 廃棄
2019 長崎学習センター 職員 研修関係 研修関係（２０１９年度） 長崎学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 長崎学習センター 長崎学習センター事務長 廃棄
2015 長崎学習センター 面接授業 面接授業 面接授業（平成２７年度） 長崎学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 長崎学習センター 長崎学習センター事務長 廃棄
2016 長崎学習センター 面接授業 面接授業 面接授業（平成２８年度） 長崎学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 長崎学習センター 長崎学習センター事務長 廃棄
2017 長崎学習センター 面接授業 面接授業 面接授業（平成２９年度） 長崎学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 長崎学習センター 長崎学習センター事務長 廃棄
2018 長崎学習センター 面接授業 面接授業 面接授業（平成３０年度） 長崎学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 長崎学習センター 長崎学習センター事務長 廃棄
2019 長崎学習センター 面接授業 面接授業 面接授業（２０１９年度） 長崎学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 長崎学習センター 長崎学習センター事務長 廃棄
2015 長崎学習センター 教務関係 特別聴講生 単位互換関係（特別聴講生）（平成２７年度） 長崎学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 長崎学習センター 長崎学習センター事務長 廃棄
2016 長崎学習センター 教務関係 特別聴講生 単位互換関係（特別聴講生）（平成２８年度） 長崎学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 長崎学習センター 長崎学習センター事務長 廃棄
2017 長崎学習センター 教務関係 特別聴講生 単位互換関係（特別聴講生）（平成２９年度） 長崎学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 長崎学習センター 長崎学習センター事務長 廃棄
2018 長崎学習センター 教務関係 特別聴講生 単位互換関係（特別聴講生）（平成３０年度） 長崎学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 長崎学習センター 長崎学習センター事務長 廃棄
2019 長崎学習センター 教務関係 特別聴講生 単位互換関係（特別聴講生）（２０１９年度） 長崎学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 長崎学習センター 長崎学習センター事務長 廃棄
2015 長崎学習センター 学生関係 出願受付関係書類 募集要項請求カード（教養学部）（平成２７年度） 長崎学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 長崎学習センター 長崎学習センター事務長 廃棄
2016 長崎学習センター 学生関係 出願受付関係書類 募集要項請求カード（教養学部）（平成２８年度） 長崎学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 長崎学習センター 長崎学習センター事務長 廃棄
2017 長崎学習センター 学生関係 出願受付関係書類 募集要項請求カード（教養学部）（平成２９年度） 長崎学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 長崎学習センター 長崎学習センター事務長 廃棄
2018 長崎学習センター 学生関係 出願受付関係書類 募集要項請求カード（教養学部）（平成３０年度） 長崎学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 長崎学習センター 長崎学習センター事務長 廃棄
2019 長崎学習センター 学生関係 出願受付関係書類 募集要項請求カード（教養学部）（２０１９年度） 長崎学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 長崎学習センター 長崎学習センター事務長 廃棄
2015 長崎学習センター 学生関係 学生団体同窓会関係 学生団体同窓会関係（平成２７年度） 長崎学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 長崎学習センター 長崎学習センター事務長 廃棄
2016 長崎学習センター 学生関係 学生団体同窓会関係 学生団体同窓会関係（平成２８年度） 長崎学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 長崎学習センター 長崎学習センター事務長 廃棄
2017 長崎学習センター 学生関係 学生団体同窓会関係 学生団体同窓会関係（平成２９年度） 長崎学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 長崎学習センター 長崎学習センター事務長 廃棄
2018 長崎学習センター 学生関係 学生団体同窓会関係 学生団体同窓会関係（平成３０年度） 長崎学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 長崎学習センター 長崎学習センター事務長 廃棄
2019 長崎学習センター 学生関係 学生団体同窓会関係 学生団体同窓会関係（２０１９年度） 長崎学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 長崎学習センター 長崎学習センター事務長 廃棄
2015 長崎学習センター 学生関係 学生研修旅行 学生研修旅行（平成２７年度） 長崎学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 長崎学習センター 長崎学習センター事務長 廃棄
2016 長崎学習センター 学生関係 学生研修旅行 学生研修旅行（平成２８年度） 長崎学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 長崎学習センター 長崎学習センター事務長 廃棄
2017 長崎学習センター 学生関係 学生研修旅行 学生研修旅行（平成２９年度） 長崎学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 長崎学習センター 長崎学習センター事務長 廃棄
2018 長崎学習センター 学生関係 学生研修旅行 学生研修旅行（平成３０年度） 長崎学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 長崎学習センター 長崎学習センター事務長 廃棄
2019 長崎学習センター 学生関係 学生研修旅行 学生研修旅行（２０１９年度） 長崎学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 長崎学習センター 長崎学習センター事務長 廃棄
2015 長崎学習センター 学生関係 奨学金関係 奨学金関係（平成２７年度） 長崎学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 長崎学習センター 長崎学習センター事務長 廃棄
2016 長崎学習センター 学生関係 奨学金関係 奨学金関係（平成２８年度） 長崎学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 長崎学習センター 長崎学習センター事務長 廃棄
2017 長崎学習センター 学生関係 奨学金関係 奨学金関係（平成２９年度） 長崎学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 長崎学習センター 長崎学習センター事務長 廃棄
2018 長崎学習センター 学生関係 奨学金関係 奨学金関係（平成３０年度） 長崎学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 長崎学習センター 長崎学習センター事務長 廃棄
2019 長崎学習センター 学生関係 奨学金関係 奨学金関係（２０１９年度） 長崎学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 長崎学習センター 長崎学習センター事務長 廃棄
2015 長崎学習センター 学生関係 学生名簿 学生名簿（平成２７年度） 長崎学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 電磁的記録 長崎学習センター 長崎学習センター事務長 廃棄
2016 長崎学習センター 学生関係 学生名簿 学生名簿（平成２８年度） 長崎学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 電磁的記録 長崎学習センター 長崎学習センター事務長 廃棄
2017 長崎学習センター 学生関係 学生名簿 学生名簿（平成２９年度） 長崎学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 電磁的記録 長崎学習センター 長崎学習センター事務長 廃棄
2018 長崎学習センター 学生関係 学生名簿 学生名簿（平成３０年度） 長崎学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 長崎学習センター 長崎学習センター事務長 廃棄
2019 長崎学習センター 学生関係 学生名簿 学生名簿（２０１９年度） 長崎学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 長崎学習センター 長崎学習センター事務長 廃棄
2017 長崎学習センター 証明書 各種証明書・交付願（台帳含む） 各種証明書・交付願（台帳含む）（平成２９年度） 長崎学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 長崎学習センター 長崎学習センター事務長 廃棄
2018 長崎学習センター 証明書 各種証明書・交付願（台帳含む） 各種証明書・交付願（台帳含む）（平成３０年度） 長崎学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 長崎学習センター 長崎学習センター事務長 廃棄
2019 長崎学習センター 証明書 各種証明書・交付願（台帳含む） 各種証明書・交付願（台帳含む）（２０１９年度） 長崎学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 長崎学習センター 長崎学習センター事務長 廃棄
2017 長崎学習センター 証明書 学割関係 学割関係（平成２９年度） 長崎学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 長崎学習センター 長崎学習センター事務長 廃棄
2018 長崎学習センター 証明書 学割関係 学割関係（平成３０年度） 長崎学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 長崎学習センター 長崎学習センター事務長 廃棄
2019 長崎学習センター 証明書 学割関係 学割関係（2019年度） 長崎学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 長崎学習センター 長崎学習センター事務長 廃棄
2015 長崎学習センター 入試 大学院入学試験 大学院入学試験（平成２７年度） 長崎学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 長崎学習センター 長崎学習センター事務長 廃棄
2016 長崎学習センター 入試 大学院入学試験 大学院入学試験（平成２８年度） 長崎学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 長崎学習センター 長崎学習センター事務長 廃棄
2017 長崎学習センター 入試 大学院入学試験 大学院入学試験（平成２９年度） 長崎学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 長崎学習センター 長崎学習センター事務長 廃棄
2018 長崎学習センター 入試 大学院入学試験 大学院入学試験（平成３０年度） 長崎学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 長崎学習センター 長崎学習センター事務長 廃棄
2019 長崎学習センター 入試 大学院入学試験 大学院入学試験（２０１９年度） 長崎学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 長崎学習センター 長崎学習センター事務長 廃棄
2015 長崎学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験 単位認定試験（平成２７年度） 長崎学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 長崎学習センター 長崎学習センター事務長 廃棄
2016 長崎学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験 単位認定試験（平成２８年度） 長崎学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 長崎学習センター 長崎学習センター事務長 廃棄
2017 長崎学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験 単位認定試験（平成２９年度） 長崎学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 長崎学習センター 長崎学習センター事務長 廃棄
2018 長崎学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験 単位認定試験（平成３０年度） 長崎学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 長崎学習センター 長崎学習センター事務長 廃棄
2019 長崎学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験 単位認定試験（２０１９年度） 長崎学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 長崎学習センター 長崎学習センター事務長 廃棄
2015 長崎学習センター 単位認定試験関係 編入学・既修得単位認定試験 編入学・既修得単位認定試験（平成２７年度） 長崎学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 長崎学習センター 長崎学習センター事務長 廃棄
2016 長崎学習センター 単位認定試験関係 編入学・既修得単位認定試験 編入学・既修得単位認定試験（平成２８年度） 長崎学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 長崎学習センター 長崎学習センター事務長 廃棄
2017 長崎学習センター 単位認定試験関係 編入学・既修得単位認定試験 編入学・既修得単位認定試験（平成２９年度） 長崎学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 長崎学習センター 長崎学習センター事務長 廃棄
2018 長崎学習センター 単位認定試験関係 編入学・既修得単位認定試験 編入学・既修得単位認定試験（平成３０年度） 長崎学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 長崎学習センター 長崎学習センター事務長 廃棄
2019 長崎学習センター 単位認定試験関係 編入学・既修得単位認定試験 編入学・既修得単位認定試験（２０１９年度） 長崎学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 長崎学習センター 長崎学習センター事務長 廃棄
2010 長崎学習センター 会計 予算関係 予算関係（平成２２年度） 長崎学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 長崎学習センター 長崎学習センター事務長 廃棄
2011 長崎学習センター 会計 予算関係 予算関係（平成２３年度） 長崎学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 長崎学習センター 長崎学習センター事務長 廃棄
2012 長崎学習センター 会計 予算関係 予算関係（平成２４年度） 長崎学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 長崎学習センター 長崎学習センター事務長 廃棄
2013 長崎学習センター 会計 予算関係 予算関係（平成２５年度） 長崎学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 長崎学習センター 長崎学習センター事務長 廃棄
2014 長崎学習センター 会計 予算関係 予算関係（平成２６年度） 長崎学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 長崎学習センター 長崎学習センター事務長 廃棄
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2015 長崎学習センター 会計 予算関係 予算関係（平成２７年度） 長崎学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 長崎学習センター 長崎学習センター事務長 廃棄
2016 長崎学習センター 会計 予算関係 予算関係（平成２８年度） 長崎学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 長崎学習センター 長崎学習センター事務長 廃棄
2017 長崎学習センター 会計 予算関係 予算関係（平成２９年度） 長崎学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 長崎学習センター 長崎学習センター事務長 廃棄
2018 長崎学習センター 会計 予算関係 予算関係（平成３０年度） 長崎学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 長崎学習センター 長崎学習センター事務長 廃棄
2019 長崎学習センター 会計 予算関係 予算関係（２０１９年度） 長崎学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 長崎学習センター 長崎学習センター事務長 廃棄
2010 長崎学習センター 会計 物品取得及び修繕（役務）請求書 物品取得及び修繕（役務）請求書（平成２２年度） 長崎学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 長崎学習センター 長崎学習センター事務長 廃棄
2011 長崎学習センター 会計 物品取得及び修繕（役務）請求書 物品取得及び修繕（役務）請求書（平成２３年度） 長崎学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 長崎学習センター 長崎学習センター事務長 廃棄
2010 長崎学習センター 会計 支払伝票 支払伝票（平成２２年度） 長崎学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 長崎学習センター 長崎学習センター事務長 廃棄
2011 長崎学習センター 会計 支払伝票 支払伝票（平成２３年度） 長崎学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 長崎学習センター 長崎学習センター事務長 廃棄
2012 長崎学習センター 会計 物品購入・雑役務（購入依頼書・債務計上票） 平成24年度　物品購入・雑役務（購入依頼書・債務計上票） 長崎学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 長崎学習センター 長崎学習センター事務長 廃棄
2013 長崎学習センター 会計 物品購入・雑役務（購入依頼書・債務計上票） 平成25年度　物品購入・雑役務（購入依頼書・債務計上票） 長崎学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 長崎学習センター 長崎学習センター事務長 廃棄
2014 長崎学習センター 会計 物品購入・雑役務（購入依頼書・債務計上票） 平成26年度　物品購入・雑役務（購入依頼書・債務計上票） 長崎学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 長崎学習センター 長崎学習センター事務長 廃棄
2015 長崎学習センター 会計 物品購入・雑役務（購入依頼書・債務計上票） 平成27年度　物品購入・雑役務（購入依頼書・債務計上票） 長崎学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 長崎学習センター 長崎学習センター事務長 廃棄
2016 長崎学習センター 会計 物品購入・雑役務（購入依頼書・債務計上票） 平成28年度　物品購入・雑役務（購入依頼書・債務計上票） 長崎学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 長崎学習センター 長崎学習センター事務長 廃棄
2017 長崎学習センター 会計 物品購入・雑役務（購入依頼書・債務計上票） 平成29年度　物品購入・雑役務（購入依頼書・債務計上票） 長崎学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 長崎学習センター 長崎学習センター事務長 廃棄
2018 長崎学習センター 会計 物品購入・雑役務（購入依頼書・債務計上票） 平成30年度　物品購入・雑役務（購入依頼書・債務計上票） 長崎学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 長崎学習センター 長崎学習センター事務長 廃棄
2019 長崎学習センター 会計 物品購入・雑役務（購入依頼書・債務計上票） ２０１９年度　物品購入・雑役務（購入依頼書・債務計上票） 長崎学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 長崎学習センター 長崎学習センター事務長 廃棄
2010 長崎学習センター 会計 現金出納簿 現金出納簿（平成２２年度） 長崎学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 長崎学習センター 長崎学習センター事務長 廃棄
2011 長崎学習センター 会計 現金出納簿 現金出納簿（平成２３年度） 長崎学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 長崎学習センター 長崎学習センター事務長 廃棄
2012 長崎学習センター 会計 現金出納簿 現金出納簿（平成２４年度） 長崎学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 長崎学習センター 長崎学習センター事務長 廃棄
2013 長崎学習センター 会計 現金出納簿 現金出納簿（平成２５年度） 長崎学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 長崎学習センター 長崎学習センター事務長 廃棄
2014 長崎学習センター 会計 現金出納簿 現金出納簿（平成２６年度） 長崎学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 長崎学習センター 長崎学習センター事務長 廃棄
2015 長崎学習センター 会計 現金出納簿 現金出納簿（平成２７年度） 長崎学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 長崎学習センター 長崎学習センター事務長 廃棄
2016 長崎学習センター 会計 現金出納簿 現金出納簿（平成２８年度） 長崎学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 長崎学習センター 長崎学習センター事務長 廃棄
2017 長崎学習センター 会計 現金出納簿 現金出納簿（平成２９年度） 長崎学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 長崎学習センター 長崎学習センター事務長 廃棄
2018 長崎学習センター 会計 現金出納簿 現金出納簿（平成３０年度） 長崎学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 長崎学習センター 長崎学習センター事務長 廃棄
2019 長崎学習センター 会計 現金出納簿 現金出納簿（２０１９年度） 長崎学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 長崎学習センター 長崎学習センター事務長 廃棄
2010 長崎学習センター 会計 前渡資金要求書・精算書 前渡資金要求書・精算書（平成２２年度） 長崎学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 長崎学習センター 長崎学習センター事務長 廃棄
2011 長崎学習センター 会計 前渡資金要求書・精算書 前渡資金要求書・精算書（平成２３年度） 長崎学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 長崎学習センター 長崎学習センター事務長 廃棄
2012 長崎学習センター 会計 前渡資金要求書・精算書 前渡資金要求書・精算書（平成２４年度） 長崎学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 長崎学習センター 長崎学習センター事務長 廃棄
2013 長崎学習センター 会計 前渡資金要求書・精算書 前渡資金要求書・精算書（平成２５年度） 長崎学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 長崎学習センター 長崎学習センター事務長 廃棄
2014 長崎学習センター 会計 前渡資金要求書・精算書 前渡資金要求書・精算書（平成２６年度） 長崎学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 長崎学習センター 長崎学習センター事務長 廃棄
2015 長崎学習センター 会計 前渡資金要求書・精算書 前渡資金要求書・精算書（平成２７年度） 長崎学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 長崎学習センター 長崎学習センター事務長 廃棄
2016 長崎学習センター 会計 前渡資金要求書・精算書 前渡資金要求書・精算書（平成２８年度） 長崎学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 長崎学習センター 長崎学習センター事務長 廃棄
2017 長崎学習センター 会計 前渡資金要求書・精算書 前渡資金要求書・精算書（平成２９年度） 長崎学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 長崎学習センター 長崎学習センター事務長 廃棄
2018 長崎学習センター 会計 前渡資金要求書・精算書 前渡資金要求書・精算書（平成３０年度） 長崎学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 長崎学習センター 長崎学習センター事務長 廃棄
2019 長崎学習センター 会計 前渡資金要求書・精算書 前渡資金要求書・精算書（2019年度） 長崎学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 長崎学習センター 長崎学習センター事務長 廃棄
2010 長崎学習センター 会計 前渡資金出納簿 前渡資金出納簿（平成２２年度） 長崎学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 長崎学習センター 長崎学習センター事務長 廃棄
2011 長崎学習センター 会計 前渡資金出納簿 前渡資金出納簿（平成２３年度） 長崎学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 長崎学習センター 長崎学習センター事務長 廃棄
2012 長崎学習センター 会計 前渡資金出納簿 前渡資金出納簿（平成２４年度） 長崎学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 長崎学習センター 長崎学習センター事務長 廃棄
2013 長崎学習センター 会計 前渡資金出納簿 前渡資金出納簿（平成２５年度） 長崎学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 長崎学習センター 長崎学習センター事務長 廃棄
2014 長崎学習センター 会計 前渡資金出納簿 前渡資金出納簿（平成２６年度） 長崎学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 長崎学習センター 長崎学習センター事務長 廃棄
2015 長崎学習センター 会計 前渡資金出納簿 前渡資金出納簿（平成２７年度） 長崎学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 長崎学習センター 長崎学習センター事務長 廃棄
2016 長崎学習センター 会計 前渡資金出納簿 前渡資金出納簿（平成２８年度） 長崎学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 長崎学習センター 長崎学習センター事務長 廃棄
2017 長崎学習センター 会計 前渡資金出納簿 前渡資金出納簿（平成２９年度） 長崎学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 長崎学習センター 長崎学習センター事務長 廃棄
2018 長崎学習センター 会計 前渡資金出納簿 前渡資金出納簿（平成３０年度） 長崎学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 長崎学習センター 長崎学習センター事務長 廃棄
2019 長崎学習センター 会計 前渡資金出納簿 前渡資金出納簿（２０１９年度） 長崎学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 長崎学習センター 長崎学習センター事務長 廃棄
2010 長崎学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等受払簿（平成２２年度） 長崎学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 長崎学習センター 長崎学習センター事務長 廃棄
2011 長崎学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等受払簿（平成２３年度） 長崎学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 長崎学習センター 長崎学習センター事務長 廃棄
2012 長崎学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等受払簿（平成２４年度） 長崎学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 長崎学習センター 長崎学習センター事務長 廃棄
2013 長崎学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等受払簿（平成２５年度） 長崎学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 長崎学習センター 長崎学習センター事務長 廃棄
2014 長崎学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等受払簿（平成２６年度） 長崎学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 長崎学習センター 長崎学習センター事務長 廃棄
2015 長崎学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等受払簿（平成２７年度） 長崎学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 長崎学習センター 長崎学習センター事務長 廃棄
2016 長崎学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等受払簿（平成２８年度） 長崎学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 長崎学習センター 長崎学習センター事務長 廃棄
2017 長崎学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等受払簿（平成２９年度） 長崎学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 長崎学習センター 長崎学習センター事務長 廃棄
2018 長崎学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等受払簿（平成３０年度） 長崎学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 長崎学習センター 長崎学習センター事務長 廃棄
2019 長崎学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等受払簿（２０１９年度） 長崎学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 長崎学習センター 長崎学習センター事務長 廃棄
2017 長崎学習センター 施設 施設設備・防火管理関係 施設設備・防火管理関係（平成２９年度） 長崎学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 長崎学習センター 長崎学習センター事務長 廃棄
2018 長崎学習センター 施設 施設設備・防火管理関係 施設設備・防火管理関係（平成３０年度） 長崎学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 長崎学習センター 長崎学習センター事務長 廃棄
2019 長崎学習センター 施設 施設設備・防火管理関係 施設設備・防火管理関係（２０１９年度） 長崎学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 長崎学習センター 長崎学習センター事務長 廃棄
2015 長崎学習センター 施設 消防計画書・保守監守者 消防計画書・保守監守者（平成２７年度） 長崎学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 長崎学習センター 長崎学習センター事務長 廃棄
2016 長崎学習センター 施設 消防計画書・保守監守者 消防計画書・保守監守者（平成２８年度） 長崎学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 長崎学習センター 長崎学習センター事務長 廃棄
2017 長崎学習センター 施設 消防計画書・保守監守者 消防計画書・保守監守者（平成２９年度） 長崎学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 長崎学習センター 長崎学習センター事務長 廃棄
2018 長崎学習センター 施設 消防計画書・保守監守者 消防計画書・保守監守者（平成３０年度） 長崎学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 長崎学習センター 長崎学習センター事務長 廃棄
2019 長崎学習センター 施設 消防計画書・保守監守者 消防計画書・保守監守者（２０１９年度） 長崎学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 長崎学習センター 長崎学習センター事務長 廃棄
2006 熊本学習センター 式典 合築棟竣工記念式典関係 合築棟竣工記念式典関係 熊本学習センター事務長 2007/4/1 無期限 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2016 熊本学習センター 広報 熊本学習センター発行物（保存用） 平成28年度熊本学習センター発行物 熊本学習センター事務長 2017/4/1 無期限 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2005 熊本学習センター 移転 移転関係 移転関係 熊本学習センター事務長 2006/4/1 無期限 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2005 熊本学習センター 移転 移転関係書類（ＩＴ・通信関係） 移転関係書類（ＩＴ・通信関係） 熊本学習センター事務長 2006/4/1 無期限 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄



353/374

大分類 中分類
備考作成・取得年度等

文書分類
小分類 法人文書ファイル名 作成・取得者 起算日 保存期間

保存期間満了
時期

媒体の種別 保存場所 管理者 管理担当係等
保存期間満了時の

措置結果
2011 熊本学習センター 式典 学位記授与式／入学者の集い 平成23年度入学者の集い・学位記授与式 熊本学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2012 熊本学習センター 式典 学位記授与式／入学者の集い 平成24年度入学者の集い・学位記授与式 熊本学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2013 熊本学習センター 式典 学位記授与式／入学者の集い 平成25年度入学者の集い・学位記授与式 熊本学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2014 熊本学習センター 式典 学位記授与式／入学者の集い 平成26年度学位記授与式／入学者の集い 熊本学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2015 熊本学習センター 式典 学位記授与式／入学者の集い 平成27年度学位記授与式／入学者の集い 熊本学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2016 熊本学習センター 式典 学位記授与式／入学者の集い 平成28年度学位記授与式／入学者の集い 熊本学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2017 熊本学習センター 式典 学位記授与式／入学者の集い 平成29年度学位記授与式／入学者の集い 熊本学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2018 熊本学習センター 式典 学位記授与式／入学者の集い 平成30年度学位記授与式／入学者の集い 熊本学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2019 熊本学習センター 式典 学位記授与式／入学者の集い 令和元年度学位記授与式／入学者の集い 熊本学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2017 熊本学習センター 管理運営 危機管理マニュアル作成関係綴 平成29年度危機管理マニュアル作成関係綴 熊本学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2018 熊本学習センター 管理運営 危機管理マニュアル作成関係綴 平成30年度危機管理マニュアル作成関係綴 熊本学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2019 熊本学習センター 管理運営 危機管理マニュアル作成関係綴 令和元年度危機管理マニュアル作成関係綴 熊本学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2015 熊本学習センター 人事 面接授業関係委嘱依頼文書 平成27年度面接授業関係委嘱依頼文書 熊本学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2016 熊本学習センター 人事 面接授業関係委嘱依頼文書 平成28年度面接授業関係委嘱依頼文書 熊本学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2017 熊本学習センター 人事 面接授業関係委嘱依頼文書 平成29年度面接授業関係委嘱依頼文書 熊本学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2018 熊本学習センター 人事 面接授業関係委嘱依頼文書 平成30年度面接授業関係委嘱依頼文書 熊本学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2019 熊本学習センター 人事 面接授業関係委嘱依頼文書 令和元年度面接授業関係委嘱依頼文書 熊本学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2015 熊本学習センター 人事 派遣関係 平成27年度派遣関係 熊本学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2015 熊本学習センター 人事 事務長関係 平成27年度事務長関係 熊本学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2015 熊本学習センター 人事 所長関係 平成27年度所長関係 熊本学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2015 熊本学習センター 人事 客員教員 平成27年度客員教員 熊本学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2016 熊本学習センター 人事 客員教員 平成28年度客員教員 熊本学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2017 熊本学習センター 人事 客員教員 平成29年度客員教員 熊本学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2018 熊本学習センター 人事 客員教員 平成30年度客員教員 熊本学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2019 熊本学習センター 人事 客員教員 令和元年度客員教員 熊本学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2015 熊本学習センター 人事 期間業務・時間雇用職員 平成27年度期間業務・時間雇用職員 熊本学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2016 熊本学習センター 人事 期間業務・時間雇用職員 平成28年度職員記録文書（期間業務・時間雇用職員） 熊本学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2017 熊本学習センター 人事 期間業務・時間雇用職員 平成29年度職員記録文書（期間業務・時間雇用職員） 熊本学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2018 熊本学習センター 人事 期間業務・時間雇用職員 平成30年度採用関係書類（期間業務・時間雇用職員） 熊本学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2019 熊本学習センター 人事 職員任免 令和元年度職員任免 熊本学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2017 熊本学習センター 諸会議 九州沖縄ブロック会議学習センター連絡会議（事務長資料） 平成29年度九州沖縄ブロック会議／学習センター連絡会議 熊本学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2018 熊本学習センター 諸会議 九州沖縄ブロック会議学習センター連絡会議（事務長資料） 平成30年度九州沖縄ブロック会議／学習センター連絡会議 熊本学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2019 熊本学習センター 諸会議 九州沖縄ブロック会議学習センター連絡会議（事務長資料） 令和元年度九州沖縄ブロック会議／学習センター連絡会議 熊本学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2017 熊本学習センター 諸会議 所長・事務長会議 平成29年度所長・事務長会議 熊本学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2018 熊本学習センター 諸会議 所長・事務長会議 平成30年度所長・事務長会議 熊本学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2019 熊本学習センター 諸会議 所長・事務長会議 令和元年度所長・事務長会議 熊本学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2015 熊本学習センター 広報 保育士説明会 平成27年度保育士説明会 熊本学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2016 熊本学習センター 広報 保育士説明会 平成28年度保育士説明会 熊本学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2017 熊本学習センター 広報 保育士説明会 平成29年度保育士説明会 熊本学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2018 熊本学習センター 広報 保育士説明会 平成30年度保育士説明会 熊本学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2019 熊本学習センター 広報 保育士説明会 令和元年度保育士説明会 熊本学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2015 熊本学習センター 広報 「どこでも生涯学習」公開講演会 平成27年度「どこでも生涯学習」公開講演会 熊本学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2017 熊本学習センター 広報 「どこでも生涯学習」公開講演会 平成29年度「どこでも生涯学習」公開講演会 熊本学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2018 熊本学習センター 広報 「どこでも生涯学習」公開講演会 平成30年度「どこでも生涯学習」公開講演会 熊本学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2019 熊本学習センター 広報 「どこでも生涯学習」公開講演会 令和元年度「どこでも生涯学習」公開講演会 熊本学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2015 熊本学習センター 広報 学習成果報告会 平成27年度学習成果報告会 熊本学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2016 熊本学習センター 広報 学習成果報告会 平成28年度学習成果報告会 熊本学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2017 熊本学習センター 広報 学習成果報告会 平成29年度学習成果報告会 熊本学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2018 熊本学習センター 広報 学習成果報告会 平成30年度学習成果報告会 熊本学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2015 熊本学習センター 広報 市町村広報誌 平成27年度市町村広報誌 熊本学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2016 熊本学習センター 広報 市町村広報誌 平成28年度市町村広報誌 熊本学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2017 熊本学習センター 広報 市町村広報誌 平成29年度市町村広報誌 熊本学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2018 熊本学習センター 広報 市町村広報誌 平成30年度市町村広報誌 熊本学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2019 熊本学習センター 広報 市町村広報誌 令和元年度市町村広報誌 熊本学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2015 熊本学習センター 広報 資料請求綴 平成27年度資料請求綴 熊本学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2016 熊本学習センター 広報 資料請求綴 平成28年度資料請求綴 熊本学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2017 熊本学習センター 広報 資料請求綴 平成29年度資料請求綴 熊本学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2018 熊本学習センター 広報 資料請求綴 平成30年度資料請求綴 熊本学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2019 熊本学習センター 広報 資料請求綴 令和元年度資料請求綴 熊本学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2015 熊本学習センター 広報 オープンキャンパス参加者 平成27年度オープンキャンパス参加者 熊本学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2016 熊本学習センター 広報 オープンキャンパス参加者 平成28年度オープンキャンパス参加者 熊本学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2017 熊本学習センター 広報 オープンキャンパス参加者 平成29年度オープンキャンパス参加者 熊本学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2018 熊本学習センター 広報 オープンキャンパス参加者 平成30年度オープンキャンパス参加者 熊本学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2019 熊本学習センター 広報 オープンキャンパス参加者 令和元年度オープンキャンパス参加者 熊本学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2015 熊本学習センター 広報 学習センター概要 平成27年度学習センター概要 熊本学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2016 熊本学習センター 広報 学習センター概要 平成28年度学習センター概要 熊本学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2017 熊本学習センター 広報 学習センター概要 平成29年度学習センター概要 熊本学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2018 熊本学習センター 広報 学習センター概要 平成30年度学習センター概要 熊本学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2019 熊本学習センター 広報 学習センター概要 令和元年度学習センター概要 熊本学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
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2015 熊本学習センター 広報 広報関係 平成27年度広報関係 熊本学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2016 熊本学習センター 広報 広報関係 平成28年度広報関係 熊本学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2017 熊本学習センター 広報 広報関係 平成29年度広報関係 熊本学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2018 熊本学習センター 広報 広報関係 平成30年度広報関係 熊本学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2019 熊本学習センター 広報 広報関係 令和元年度広報関係 熊本学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2015 熊本学習センター 広報 公開講演会アンケート 平成27年度公開講演会アンケート 熊本学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2016 熊本学習センター 広報 公開講演会アンケート 平成28年度公開講演会アンケート 熊本学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2017 熊本学習センター 広報 公開講演会アンケート 平成29年度公開講演会アンケート 熊本学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2018 熊本学習センター 広報 公開講演会アンケート 平成30年度公開講演会アンケート 熊本学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2019 熊本学習センター 広報 公開講演会アンケート 令和元年公開講演会アンケート 熊本学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2015 熊本学習センター 広報 きんぽう 平成27年度きんぽう 熊本学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2016 熊本学習センター 広報 きんぽう 平成28年度センター機関紙（きんぽう）作成関係 熊本学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2017 熊本学習センター 広報 きんぽう 平成29年度センター機関紙（きんぽう）作成関係 熊本学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2015 熊本学習センター 広報 公開講演会 平成27年度公開講演会 熊本学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2016 熊本学習センター 広報 公開講演会 平成28年度公開講演会関係 熊本学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2017 熊本学習センター 広報 公開講演会 平成29年度公開講演会関係 熊本学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2016 熊本学習センター 広報 ホームページ関係 平成28年度ホームページ関係 熊本学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2017 熊本学習センター 広報 ホームページ関係 平成29年度ホームページ関係 熊本学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2015 熊本学習センター 庶務 郵便局料金受取人払 平成27年度郵便局料金受取人払 熊本学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2016 熊本学習センター 庶務 郵便局料金受取人払 平成28年度郵便局料金受取人払 熊本学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2017 熊本学習センター 庶務 郵便局料金受取人払 平成29年度郵便局料金受取人払 熊本学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2018 熊本学習センター 庶務 郵便局料金受取人払 平成30年度郵便局料金受取人払 熊本学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2019 熊本学習センター 庶務 郵便局料金受取人払 令和元年度郵便局料金受取人払 熊本学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2015 熊本学習センター 庶務 熊本学習センター利用の手引き 平成27年度熊本学習センター利用の手引き 熊本学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2016 熊本学習センター 庶務 熊本学習センター利用の手引き 平成28年度熊本学習センター利用の手引き 熊本学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2017 熊本学習センター 庶務 熊本学習センター利用の手引き 平成29年度熊本学習センター利用の手引き 熊本学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2018 熊本学習センター 庶務 熊本学習センター利用の手引き 平成30年度熊本学習センター利用の手引き 熊本学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2019 熊本学習センター 庶務 熊本学習センター利用の手引き 令和元年度熊本学習センター利用の手引き 熊本学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2014 熊本学習センター 庶務 旅費・外勤関係 平成26年度旅費・外勤関係 熊本学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2015 熊本学習センター 庶務 旅費・外勤関係 平成27年度旅費・外勤関係 熊本学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2016 熊本学習センター 庶務 旅費・外勤関係 平成28年度旅費・外勤関係 熊本学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2017 熊本学習センター 庶務 旅費・外勤関係 平成29年度旅費・外勤関係 熊本学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2018 熊本学習センター 庶務 旅費・外勤関係 平成30年度旅費・外勤関係 熊本学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2019 熊本学習センター 庶務 旅費・外勤関係 令和元年度旅費・外勤関係 熊本学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2014 熊本学習センター 庶務 自家用車・レンタカー業務関係 平成26年度自家用車・レンタカー業務関係 熊本学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2015 熊本学習センター 庶務 自家用車・レンタカー業務関係 平成27年度自家用車・レンタカー業務関係 熊本学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2016 熊本学習センター 庶務 自家用車・レンタカー業務関係 平成28年度自家用車・レンタカー業務関係 熊本学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2017 熊本学習センター 庶務 自家用車・レンタカー業務関係 平成29年度自家用車・レンタカー業務関係 熊本学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2018 熊本学習センター 庶務 自家用車・レンタカー業務関係 平成30年度自家用車・レンタカー業務関係 熊本学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2019 熊本学習センター 庶務 自家用車・レンタカー業務関係 令和元年度自家用車・レンタカー業務関係 熊本学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2014 熊本学習センター 庶務 出張命令復命書 平成26年度出張命令復命書 熊本学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2015 熊本学習センター 庶務 出張命令復命書 平成27年度出張命令復命書 熊本学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2016 熊本学習センター 庶務 出張命令復命書 平成28年度出張命令復命書 熊本学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2017 熊本学習センター 庶務 出張命令復命書 平成29年度出張命令復命書 熊本学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2018 熊本学習センター 庶務 出張命令復命書 平成30年度出張命令復命書 熊本学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2019 熊本学習センター 庶務 出張命令復命書 令和元年度出張命令復命書 熊本学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2014 熊本学習センター 庶務 物品管理簿 平成26年度物品管理簿 熊本学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2015 熊本学習センター 庶務 総務関係綴 平成27年度総務関係綴 熊本学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2016 熊本学習センター 庶務 総務関係綴 平成28年度総務関係文書 熊本学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2017 熊本学習センター 庶務 総務関係綴 平成29年度総務関係文書 熊本学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2018 熊本学習センター 庶務 総務関係綴 平成30年度総務関係文書 熊本学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2019 熊本学習センター 庶務 総務関係綴 令和元年度総務 熊本学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2017 熊本学習センター 庶務 幹事監査・内部監査 平成29年度幹事監査・内部監査 熊本学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2015 熊本学習センター 庶務 法人文書管理簿 平成27年度法人文書管理簿 熊本学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2016 熊本学習センター 庶務 法人文書管理簿 平成28年度法人文書ファイル管理簿 熊本学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2017 熊本学習センター 庶務 法人文書管理簿 平成29年度法人文書ファイル管理簿 熊本学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2018 熊本学習センター 庶務 法人文書管理簿 平成30年度法人文書ファイル管理簿 熊本学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2019 熊本学習センター 庶務 法人文書管理簿 令和元年度法人文書管理簿 熊本学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2015 熊本学習センター 庶務 文書台帳（郵便・書留・宅急便） 平成27年度文書台帳（郵便・書留・宅急便） 熊本学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2016 熊本学習センター 庶務 文書台帳（郵便・書留・宅急便） 平成28年度文書処理・記録簿 熊本学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2017 熊本学習センター 庶務 文書台帳（郵便・書留・宅急便） 平成29年度文書処理・記録簿 熊本学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2018 熊本学習センター 庶務 文書台帳（郵便・書留・宅急便） 平成30年度文書台帳 熊本学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2019 熊本学習センター 庶務 文書台帳（郵便・書留・宅急便） 令和元年度文書台帳 熊本学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2010 熊本学習センター 庶務 物品供用簿 物品供用簿（平成22年度） 熊本学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2011 熊本学習センター 庶務 物品供用簿 物品供用簿（平成23年度） 熊本学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2012 熊本学習センター 庶務 物品供用簿 物品供用簿（平成24年度） 熊本学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2013 熊本学習センター 庶務 物品供用簿 物品供用簿（平成25年度） 熊本学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2015 熊本学習センター 庶務 公印使用簿 平成27年度公印使用簿 熊本学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2016 熊本学習センター 庶務 公印使用簿 平成28年度公印使用簿 熊本学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
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措置結果
2017 熊本学習センター 庶務 公印使用簿 平成29年度公印使用簿 熊本学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2018 熊本学習センター 庶務 公印使用簿 平成30年度公印使用簿 熊本学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2019 熊本学習センター 庶務 公印使用簿 令和元年度公印使用簿 熊本学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2016 熊本学習センター 庶務 事務端末・学生端末関係 平成28年度事務端末・学生端末関係 熊本学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2017 熊本学習センター 庶務 事務端末・学生端末関係 平成29年度事務端末・学生端末関係 熊本学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2017 熊本学習センター 職員 勤務時間割振簿 平成29年度勤務時間割振簿 熊本学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2018 熊本学習センター 職員 勤務時間割振簿 平成30年度勤務時間割振簿 熊本学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2019 熊本学習センター 職員 勤務時間割振簿 令和元年度勤務時間割振簿 熊本学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2017 熊本学習センター 職員 勤務関係 平成29年度勤務関係 熊本学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2018 熊本学習センター 職員 勤務関係 平成30年度勤務関係 熊本学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2019 熊本学習センター 職員 勤務関係 令和元年度勤務関係 熊本学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2017 熊本学習センター 職員 研修 平成29年度研修 熊本学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2013 熊本学習センター 職員 通勤届 平成25年度通勤届 熊本学習センター事務長 2014/4/1 3年（支給喪失から） 2021/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2014 熊本学習センター 職員 通勤届 平成26年度通勤届 熊本学習センター事務長 2015/4/1 3年（支給喪失から） 2022/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2015 熊本学習センター 職員 通勤届 平成27年度通勤届 熊本学習センター事務長 2016/4/1 3年（支給喪失から） 2023/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2016 熊本学習センター 職員 通勤届 平成28年度諸手当関係 熊本学習センター事務長 2017/4/1 3年（支給喪失から） 2024/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2017 熊本学習センター 職員 通勤届 平成29年度諸手当関係 熊本学習センター事務長 2018/4/1 3年（支給喪失から） 2025/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2018 熊本学習センター 職員 通勤届 平成30年度諸手当認定簿 熊本学習センター事務長 2019/4/1 3年（支給喪失から） 2026/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2019 熊本学習センター 職員 通勤届 令和元年度諸手当認定簿 熊本学習センター事務長 2020/4/1 3年（支給喪失から） 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2013 熊本学習センター 職員 兼業 平成25年度兼業関係 熊本学習センター事務長 2014/4/1 3年（兼業終了後） 2021/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2014 熊本学習センター 職員 兼業 平成26年度兼業 熊本学習センター事務長 2015/4/1 3年（兼業終了後） 2022/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2015 熊本学習センター 職員 兼業 平成27年度兼業 熊本学習センター事務長 2016/4/1 3年（兼業終了後） 2023/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2016 熊本学習センター 職員 兼業 平成28年度兼業 熊本学習センター事務長 2017/4/1 3年（兼業終了後） 2024/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2017 熊本学習センター 職員 兼業 平成29年度兼業 熊本学習センター事務長 2018/4/1 3年（兼業終了後） 2025/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2018 熊本学習センター 職員 兼業 平成30年度兼業 熊本学習センター事務長 2019/4/1 3年（兼業終了後） 2026/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2019 熊本学習センター 職員 兼業 令和元年度兼業 熊本学習センター事務長 2020/4/1 3年（兼業終了後） 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2017 熊本学習センター 職員 定期健康診断 平成29年度定期健康診断・人間ドック関係 熊本学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2018 熊本学習センター 職員 定期健康診断 平成30年度定期健康診断・人間ドック関係 熊本学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2019 熊本学習センター 職員 定期健康診断 令和元年度定期健康診断・人間ドック関係 熊本学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2017 熊本学習センター 職員 年末調整 平成29年度年末調整 熊本学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2018 熊本学習センター 職員 年末調整 平成30年度年末調整 熊本学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2019 熊本学習センター 職員 年末調整 令和元年度年末調整 熊本学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2017 熊本学習センター 職員 出勤簿 平成29年度出勤簿 熊本学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2018 熊本学習センター 職員 出勤簿 平成30年度出勤簿 熊本学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2019 熊本学習センター 職員 出勤簿 令和元年度出勤簿 熊本学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2017 熊本学習センター 職員 休暇簿 平成29年度休暇簿 熊本学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2018 熊本学習センター 職員 休暇簿 平成30年度休暇簿 熊本学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2019 熊本学習センター 職員 休暇簿 令和元年度休暇簿 熊本学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2016 熊本学習センター 職員 職員福利厚生関係 平成28年度職員福利厚生関係 熊本学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2017 熊本学習センター 職員 職員福利厚生関係 平成29年度職員福利厚生関係 熊本学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2015 熊本学習センター 面接授業 面接授業　アンケート綴 平成27年度面接授業　アンケート綴 熊本学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2016 熊本学習センター 面接授業 面接授業　アンケート綴 平成28年度面接授業　アンケート綴 熊本学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2017 熊本学習センター 面接授業 面接授業　アンケート綴 平成29年度面接授業　アンケート綴 熊本学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2015 熊本学習センター 面接授業 面接授業　シラバス綴 平成27年度面接授業　シラバス綴 熊本学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2016 熊本学習センター 面接授業 面接授業　シラバス綴 平成28年度面接授業　シラバス綴 熊本学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2017 熊本学習センター 面接授業 面接授業　シラバス綴 平成29年度面接授業　シラバス綴 熊本学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2015 熊本学習センター 面接授業 面接授業関係綴 平成27年度第1学期面接授業関係綴 熊本学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2015 熊本学習センター 面接授業 面接授業関係綴 平成27年度第2学期面接授業関係綴 熊本学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2016 熊本学習センター 面接授業 面接授業関係綴 平成28年度面接授業関係綴 熊本学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2017 熊本学習センター 面接授業 面接授業関係綴 平成29年度面接授業関係綴 熊本学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2018 熊本学習センター 面接授業 面接授業関係綴 平成30年度面接授業関係綴 熊本学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2019 熊本学習センター 面接授業 面接授業関係綴 令和元年度面接授業関係綴 熊本学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2016 熊本学習センター 教務関係 コンソーシアム関係（事務長資料） 平成28年度大学コンソーシアム関係 熊本学習センター事務長 2017/4/1 3年（失効後） 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2017 熊本学習センター 教務関係 コンソーシアム関係（事務長資料） 平成29年度大学コンソーシアム関係 熊本学習センター事務長 2018/4/1 3年（失効後） 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2018 熊本学習センター 教務関係 コンソーシアム関係（事務長資料） 平成30年度大学コンソーシアム関係 熊本学習センター事務長 2019/4/1 3年（失効後） 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2019 熊本学習センター 教務関係 コンソーシアム関係（事務長資料） 令和元年度大学コンソーシアム関係 熊本学習センター事務長 2020/4/1 3年（失効後） 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2015 熊本学習センター 教務関係 卒業研究関係 平成27年度卒業研究関係 熊本学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2016 熊本学習センター 教務関係 卒業研究関係 平成28年度卒業研究 熊本学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2017 熊本学習センター 教務関係 卒業研究関係 平成29年度卒業研究 熊本学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2015 熊本学習センター 教務関係 単位互換関係綴 平成27年度単位互換関係綴 熊本学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2016 熊本学習センター 教務関係 単位互換関係綴 平成28年単位互換 熊本学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2017 熊本学習センター 教務関係 単位互換関係綴 平成29年単位互換 熊本学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2014 熊本学習センター 教務関係 特別措置 平成26年度特別措置 熊本学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2015 熊本学習センター 教務関係 特別措置 平成27年度特別措置 熊本学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2016 熊本学習センター 教務関係 特別措置 平成28年度特別措置 熊本学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2017 熊本学習センター 教務関係 特別措置 平成29年度特別措置 熊本学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2018 熊本学習センター 教務関係 特別措置 平成30年度特別措置 熊本学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2019 熊本学習センター 教務関係 特別措置 令和元年度特別措置 熊本学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2016 熊本学習センター 教務関係 教員免許等講習関係 平成28年度教員免許更新講習 熊本学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
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2017 熊本学習センター 教務関係 教員免許等講習関係 平成29年度教員免許更新講習 熊本学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2018 熊本学習センター 教務関係 教員免許等講習関係 平成30年度教員免許更新講習 熊本学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2019 熊本学習センター 教務関係 教員免許等講習関係 令和元年度教員免許更新講習 熊本学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2015 熊本学習センター 学生関係 若者互助サークル 平成27年度若者互助サークル 熊本学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2017 熊本学習センター 学生関係 住所変更届 平成29年度各種届 熊本学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2018 熊本学習センター 学生関係 住所変更届 平成30年度各種届 熊本学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2019 熊本学習センター 学生関係 住所変更届 令和元年度各種届 熊本学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2014 熊本学習センター 学生関係 奨学金関係 平成26年度奨学金関係（在学届）綴り 熊本学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2015 熊本学習センター 学生関係 奨学金関係 平成27年度奨学金関係（在学届）綴り 熊本学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2010 熊本学習センター 学生関係 奨学金関係 H22年日本育英会及びその他育英団体の奨学金に関するもの 熊本学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2011 熊本学習センター 学生関係 奨学金関係 H23年日本育英会及びその他育英団体の奨学金に関するもの 熊本学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2012 熊本学習センター 学生関係 奨学金関係 H24年日本育英会及びその他育英団体の奨学金に関するもの 熊本学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2013 熊本学習センター 学生関係 奨学金関係 H25年日本育英会及びその他育英団体の奨学金に関するもの 熊本学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2014 熊本学習センター 学生関係 奨学金関係 平成26年度奨学金（日本学生支援機構申込関係書類（コピー）） 熊本学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2015 熊本学習センター 学生関係 奨学金関係 平成27年度奨学金（日本学生支援機構申込関係書類（コピー）） 熊本学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2016 熊本学習センター 学生関係 奨学金関係 平成28年度奨学金関係 熊本学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2017 熊本学習センター 学生関係 奨学金関係 平成29年度奨学金関係 熊本学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2018 熊本学習センター 学生関係 奨学金関係 平成30年度奨学金関係 熊本学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2019 熊本学習センター 学生関係 奨学金関係 令和元年度奨学金関係 熊本学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2015 熊本学習センター 学生関係 学生団体 平成27年度学生団体 熊本学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2016 熊本学習センター 学生関係 学生団体 平成28年度学生団体 熊本学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2017 熊本学習センター 学生関係 学生団体 平成29年度学生団体 熊本学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2018 熊本学習センター 学生関係 学生団体 平成30年度学生団体 熊本学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2019 熊本学習センター 学生関係 学生団体 令和元年度学生団体 熊本学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2010 熊本学習センター 学生関係 学生教育研究災害傷害保険加入申込書等綴 H22年学生教育研究災害傷害保険に関するもの 熊本学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2011 熊本学習センター 学生関係 学生教育研究災害傷害保険加入申込書等綴 H23年学生教育研究災害傷害保険に関するもの 熊本学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2012 熊本学習センター 学生関係 学生教育研究災害傷害保険加入申込書等綴 H24年学生教育研究災害傷害保険に関するもの 熊本学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2013 熊本学習センター 学生関係 学生教育研究災害傷害保険加入申込書等綴 H25年学生教育研究災害傷害保険に関するもの 熊本学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2014 熊本学習センター 学生関係 学生教育研究災害傷害保険加入申込書等綴 平成26年度学生教育研究災害傷害保険加入申込書等綴 熊本学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2015 熊本学習センター 学生関係 学生教育研究災害傷害保険加入申込書等綴 平成27年度学生教育研究災害傷害保険加入申込書等綴 熊本学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2016 熊本学習センター 学生関係 学生教育研究災害傷害保険加入申込書等綴 平成28年度学生教育研究災害傷害保険加入申込書 熊本学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2017 熊本学習センター 学生関係 学生教育研究災害傷害保険加入申込書等綴 平成29年度学生教育研究災害傷害保険加入申込書 熊本学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2018 熊本学習センター 学生関係 学生教育研究災害傷害保険加入申込書等綴 平成30年度学生教育研究災害傷害保険加入申込書 熊本学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2019 熊本学習センター 学生関係 学生教育研究災害傷害保険加入申込書等綴 令和元年度学生教育研究災害傷害保険加入申込書 熊本学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2017 熊本学習センター 学生関係 学割証出納簿（ＪＲ） 平成29年度学割証出納簿（ＪＲ） 熊本学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2018 熊本学習センター 学生関係 学割証出納簿（ＪＲ） 平成30年度学割証出納簿（ＪＲ） 熊本学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2019 熊本学習センター 学生関係 学割証出納簿（ＪＲ） 令和元年度学割証出納簿（ＪＲ） 熊本学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2015 熊本学習センター 学生関係 学生研修旅行 平成27年度学生研修旅行 熊本学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2016 熊本学習センター 学生関係 学生研修旅行 平成28年度研修旅行 熊本学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2017 熊本学習センター 学生関係 学生研修旅行 平成29年度研修旅行 熊本学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2018 熊本学習センター 学生関係 学生研修旅行 平成30年度研修旅行 熊本学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2019 熊本学習センター 学生関係 学生研修旅行 令和元年度研修旅行 熊本学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2017 熊本学習センター 学生関係 学習相談・指導レポート 平成29年度学習相談・指導レポート 熊本学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2018 熊本学習センター 学生関係 学習相談・指導レポート 平成30年度学習相談・指導レポート 熊本学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2017 熊本学習センター 学生関係 学習相談・指導レポート 平成29年度学生対応記録 熊本学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2018 熊本学習センター 学生関係 学習相談・指導レポート 平成30年度学生対応記録 熊本学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2019 熊本学習センター 学生関係 学習相談・指導レポート 令和元年度学生対応記録 熊本学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2017 熊本学習センター 学生関係 面接学習 平成29年度面接学習 熊本学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2018 熊本学習センター 学生関係 面接学習 平成30年度面接学習 熊本学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2019 熊本学習センター 学生関係 面接学習 令和元年度面接学習 熊本学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2017 熊本学習センター 施設 車両入構証 平成29年度車両入構証 熊本学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2018 熊本学習センター 施設 車両入構証 平成30年度車両入構証 熊本学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2019 熊本学習センター 施設 車両入構証 令和元年度車両入構証 熊本学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2005 熊本学習センター 施設 協定書・覚書関係 協定書・覚書関係 熊本学習センター事務長 2006/4/1 3年（失効後） 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2017 熊本学習センター 施設 施設設備・防火管理関係 平成29年度施設設備・防火管理関係 熊本学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2018 熊本学習センター 施設 施設設備・防火管理関係 平成30年度施設設備・防火管理関係 熊本学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2019 熊本学習センター 施設 施設設備・防火管理関係 令和元年度施設設備・防火管理関係 熊本学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2014 熊本学習センター 証明書 JR九州への学割指定変更関係 平成26年度JR九州への学割指定変更関係 熊本学習センター事務長 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2015 熊本学習センター 証明書 在学状況及び授業料免除状況証明願 平成27年度在学状況及び授業料免除状況証明願 熊本学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2016 熊本学習センター 証明書 在学状況及び授業料免除状況証明願 平成28年度在学状況及び授業料免除状況証明願 熊本学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2017 熊本学習センター 証明書 在学状況及び授業料免除状況証明願 平成29年度在学状況及び授業料免除状況証明願 熊本学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2015 熊本学習センター 証明書 原議書綴（教員免許状申請用証明書等発行関係） 平成27年度原議書綴（教員免許状申請用証明書等発行関係） 熊本学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2016 熊本学習センター 証明書 原議書綴（教員免許状申請用証明書等発行関係） 平成28年度各種証明書・交付願（教員免許状等） 熊本学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2017 熊本学習センター 証明書 原議書綴（教員免許状申請用証明書等発行関係） 平成29年度各種証明書・交付願（教員免許状等） 熊本学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2018 熊本学習センター 証明書 原議書綴（教員免許状申請用証明書等発行関係） 平成30年度各種証明書・交付願（教員免許状等） 熊本学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2019 熊本学習センター 証明書 原議書綴（教員免許状申請用証明書等発行関係） 令和元年度各種証明書・交付願（教員免許状等） 熊本学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2017 熊本学習センター 証明書 学生証発行綴り 平成29年度学生証発行綴り 熊本学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2018 熊本学習センター 証明書 学生証発行綴り 平成30年度学生証発行綴り 熊本学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2019 熊本学習センター 証明書 学生証発行綴り 令和元年度学生証発行綴り 熊本学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
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措置結果
2016 熊本学習センター 証明書 証明書発行台帳（成績単位・卒業・在学等） 平成28年度各種証明書交付願（成績単位・卒業・在学・学生証等） 熊本学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2017 熊本学習センター 証明書 証明書発行台帳（成績単位・卒業・在学等） 平成29年度各種証明書交付願（成績単位・卒業・在学・学生証等） 熊本学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2018 熊本学習センター 証明書 証明書発行台帳（成績単位・卒業・在学等） 平成30年度各種証明書交付願（成績単位・卒業・在学・学生証等） 熊本学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2019 熊本学習センター 証明書 証明書発行台帳（成績単位・卒業・在学等） 令和元年度各種証明書交付願（成績単位・卒業・在学・学生証等） 熊本学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2015 熊本学習センター 入試 修士全科生入学者選考 平成27年度修士全科生入学者選考 熊本学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2016 熊本学習センター 入試 修士全科生入学者選考 平成28年度大学院入学試験 熊本学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2017 熊本学習センター 入試 修士全科生入学者選考 平成29年度大学院入学試験 熊本学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2018 熊本学習センター 入試 修士全科生入学者選考 平成30年度大学院入学試験 熊本学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2019 熊本学習センター 入試 修士全科生入学者選考 令和元年度大学院入学試験 熊本学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2015 熊本学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験 平成27年度単位認定試験 熊本学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2016 熊本学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験 平成28年度単位認定試験 熊本学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2017 熊本学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験 平成29年度単位認定試験 熊本学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2018 熊本学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験 平成30年度単位認定試験 熊本学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2019 熊本学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験 令和元年度単位認定試験 熊本学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2016 熊本学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験 平成28年度夏季集中型単位認定試験 熊本学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2017 熊本学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験 平成29年度夏季集中型単位認定試験 熊本学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2018 熊本学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験 平成30年度夏季集中型単位認定試験 熊本学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2017 熊本学習センター 図書・視聴 熊本ＳＣ施設利用状況 平成29年度施設利用状況 熊本学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2017 熊本学習センター 図書・視聴 再視聴室利用統計 平成29年度再視聴室利用統計 熊本学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2017 熊本学習センター 図書・視聴 学生図書リクエスト 平成29年度学生図書リクエスト 熊本学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2018 熊本学習センター 図書・視聴 学生図書リクエスト 平成30年度学生図書リクエスト 熊本学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2019 熊本学習センター 図書・視聴 学生図書リクエスト 令和元年度学生図書リクエスト 熊本学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2017 熊本学習センター 図書・視聴 天草教室（再視聴施設） 平成29年度天草教室（再視聴施設） 熊本学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2015 熊本学習センター 図書・視聴 他大学図書館利用依頼発行簿 平成27年度他大学図書館利用依頼発行簿 熊本学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2016 熊本学習センター 図書・視聴 他大学図書館利用依頼発行簿 平成28年度他大学図書館利用依頼発行簿 熊本学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2017 熊本学習センター 図書・視聴 他大学図書館利用依頼発行簿 平成29年度他大学図書館利用依頼発行簿 熊本学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2017 熊本学習センター 図書・視聴 室内利用状況 平成29年度室内利用状況 熊本学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2018 熊本学習センター 図書・視聴 室内利用状況 平成30年度室内利用状況 熊本学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2019 熊本学習センター 図書・視聴 室内利用状況 令和元年度室内利用状況 熊本学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2017 熊本学習センター 図書・視聴 図書雑誌貸出 平成29年度図書雑誌貸出 熊本学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2018 熊本学習センター 図書・視聴 図書雑誌貸出 平成30年度図書雑誌貸出 熊本学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2019 熊本学習センター 図書・視聴 図書雑誌貸出 令和元年度図書雑誌貸出 熊本学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2010 熊本学習センター 図書・視聴 寄贈図書申込関係 H22年資料の寄贈及び交換に関するもの 熊本学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2011 熊本学習センター 図書・視聴 寄贈図書申込関係 H23年資料の寄贈及び交換に関するもの 熊本学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2012 熊本学習センター 図書・視聴 寄贈図書申込関係 H24年資料の寄贈及び交換に関するもの 熊本学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2013 熊本学習センター 図書・視聴 寄贈図書申込関係 H25年資料の寄贈及び交換に関するもの 熊本学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2014 熊本学習センター 図書・視聴 寄贈図書申込関係 平成26年度寄贈図書申込関係（図書） 熊本学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2015 熊本学習センター 図書・視聴 寄贈図書申込関係 平成27年度寄贈図書申込関係 熊本学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2016 熊本学習センター 図書・視聴 寄贈図書申込関係 平成28年度寄贈図書申込関係 熊本学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2017 熊本学習センター 図書・視聴 寄贈図書申込関係 平成29年度寄贈図書申込関係 熊本学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2018 熊本学習センター 図書・視聴 寄贈図書申込関係 平成30年度寄贈図書申込関係 熊本学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2019 熊本学習センター 図書・視聴 寄贈図書申込関係 令和元年度寄贈図書申込関係 熊本学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2017 熊本学習センター 図書・視聴 雑誌受け入れカード 平成29年度雑誌受入カード 熊本学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2018 熊本学習センター 図書・視聴 雑誌受け入れカード 平成30年度雑誌受入カード 熊本学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2019 熊本学習センター 図書・視聴 雑誌受け入れカード 令和元年度雑誌受入カード 熊本学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2017 熊本学習センター 図書・視聴 文献複写綴り 平成29年度文献複写申込書 熊本学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2018 熊本学習センター 図書・視聴 文献複写綴り 平成30年度文献複写申込書 熊本学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2019 熊本学習センター 図書・視聴 文献複写綴り 令和元年度文献複写申込書 熊本学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2017 熊本学習センター 図書・視聴 学生・図書関連の通知/報告 平成29年度学生・図書関連の通知/報告 熊本学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2014 熊本学習センター 会計 学生特別経費・学生助成金 平成26年度学生特別経費・学生助成金 熊本学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2015 熊本学習センター 会計 学生特別経費・学生助成金 平成27年度学生特別経費・学生助成金 熊本学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2016 熊本学習センター 会計 学生特別経費・学生助成金 平成28年度学生特別経費・学生助成金 熊本学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2017 熊本学習センター 会計 学生特別経費・学生助成金 平成29年度学生特別経費・学生助成金 熊本学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2018 熊本学習センター 会計 学生特別経費・学生助成金 平成30年度学生特別経費・学生助成金 熊本学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2019 熊本学習センター 会計 学生特別経費・学生助成金 令和元年度学生特別経費・学生助成金 熊本学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2014 熊本学習センター 会計 経理関係書類 平成26年度経理関係書類 熊本学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2015 熊本学習センター 会計 経理関係書類 平成27年度経理関係書類 熊本学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2016 熊本学習センター 会計 経理関係書類 平成28年度経理関係通達・報告書等 熊本学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2017 熊本学習センター 会計 経理関係書類 平成29年度経理関係通達・報告書等 熊本学習センター事務長 2018/4/1 10年 2027/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2018 熊本学習センター 会計 経理関係書類 平成30年度経理関係通達・報告書等 熊本学習センター事務長 2019/4/1 10年 2028/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2019 熊本学習センター 会計 経理関係書類 令和元年度経理関係通達・報告書等 熊本学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2014 熊本学習センター 会計 予算関係 平成26年度予算関係 熊本学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2015 熊本学習センター 会計 予算関係 平成27年度予算関係 熊本学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2016 熊本学習センター 会計 予算関係 平成28年度予算関係 熊本学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2017 熊本学習センター 会計 予算関係 平成29年度予算関係 熊本学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2018 熊本学習センター 会計 予算関係 平成30年度予算関係 熊本学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2019 熊本学習センター 会計 予算関係 令和元年度予算関係 熊本学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2014 熊本学習センター 会計 発注関係 平成26年度発注関係① 熊本学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2014 熊本学習センター 会計 発注関係 平成26年度発注関係② 熊本学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
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措置結果
2014 熊本学習センター 会計 発注関係 平成26年度発注関係③ 熊本学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2015 熊本学習センター 会計 発注関係 平成27年度発注関係 熊本学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2016 熊本学習センター 会計 発注関係 平成28年度物品取得及び修繕（役務）請求書等 熊本学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2017 熊本学習センター 会計 発注関係 平成29年度物品取得及び修繕（役務）請求書等 熊本学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2018 熊本学習センター 会計 発注関係 平成30年度物品取得及び修繕（役務）請求書等 熊本学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2019 熊本学習センター 会計 発注関係 令和元年度物品取得及び修繕（役務）請求書等 熊本学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2014 熊本学習センター 会計 収入関係 平成26年度収入関係 熊本学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2015 熊本学習センター 会計 収入関係 平成27年度収入関係 熊本学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2016 熊本学習センター 会計 収入関係 平成28年度収入関係 熊本学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2017 熊本学習センター 会計 収入関係 平成29年度収入関係 熊本学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2018 熊本学習センター 会計 収入関係 平成30年度収入関係 熊本学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2019 熊本学習センター 会計 収入関係 令和元年度収入関係 熊本学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2014 熊本学習センター 会計 入金実績リスト 平成26年度入金実績リスト 熊本学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2015 熊本学習センター 会計 入金実績リスト 平成27年度入金実績リスト 熊本学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2016 熊本学習センター 会計 入金実績リスト 平成28年度入金実績リスト 熊本学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2017 熊本学習センター 会計 入金実績リスト 平成29年度入金実績リスト 熊本学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2018 熊本学習センター 会計 入金実績リスト 平成30年度入金実績リスト 熊本学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2019 熊本学習センター 会計 入金実績リスト 令和元年度入金実績リスト 熊本学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2015 熊本学習センター 会計 領収書 平成27年度領収書 熊本学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2016 熊本学習センター 会計 領収書 平成28年度領収書 熊本学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2017 熊本学習センター 会計 領収書 平成29年度領収書 熊本学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2018 熊本学習センター 会計 領収書 平成30年度領収書 熊本学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2019 熊本学習センター 会計 領収書 令和元年度領収書 熊本学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2014 熊本学習センター 会計 前渡資金関係 平成26年度前渡資金関係 熊本学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2015 熊本学習センター 会計 前渡資金関係 平成27年度前渡資金関係 熊本学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2016 熊本学習センター 会計 前渡資金関係 平成28年度前渡資金関係 熊本学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2017 熊本学習センター 会計 前渡資金関係 平成29年度前渡資金関係 熊本学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2018 熊本学習センター 会計 前渡資金関係 平成30年度前渡資金関係 熊本学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2019 熊本学習センター 会計 前渡資金関係 令和元年度前渡資金関係 熊本学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2014 熊本学習センター 会計 出納簿（前渡・出納員） 平成26年度出納簿（前渡・出納員） 熊本学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2015 熊本学習センター 会計 出納簿（前渡・出納員） 平成27年度出納簿（前渡・出納員） 熊本学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2016 熊本学習センター 会計 出納簿（前渡・出納員） 平成28年出納簿 熊本学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2017 熊本学習センター 会計 出納簿（前渡・出納員） 平成29年出納簿 熊本学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2018 熊本学習センター 会計 出納簿（前渡・出納員） 平成30年出納簿 熊本学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2019 熊本学習センター 会計 出納簿（前渡・出納員） 令和元年出納簿 熊本学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2014 熊本学習センター 会計 年間契約関係（清掃・警備・タクシー他） 平成26年度年間契約関係（清掃・警備・タクシー他） 熊本学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2015 熊本学習センター 会計 年間契約関係（清掃・警備・タクシー他） 平成27年度年間契約関係（清掃・警備・タクシー他） 熊本学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2016 熊本学習センター 会計 年間契約関係（清掃・警備・タクシー他） 平成28年度年間契約関係 熊本学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2017 熊本学習センター 会計 年間契約関係（清掃・警備・タクシー他） 平成29年度年間契約関係 熊本学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2018 熊本学習センター 会計 年間契約関係（清掃・警備・タクシー他） 平成30年度年間契約関係 熊本学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2019 熊本学習センター 会計 年間契約関係（清掃・警備・タクシー他） 令和元年度年間契約関係 熊本学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2017 熊本学習センター 会計 年間契約確認報告書（清掃・警備・タクシー他） 平成29年度各種報告書（清掃・警備等） 熊本学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2018 熊本学習センター 会計 年間契約確認報告書（清掃・警備・タクシー他） 平成30年度各種報告書（清掃・警備等） 熊本学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2019 熊本学習センター 会計 年間契約確認報告書（清掃・警備・タクシー他） 令和元年度各種報告書（清掃・警備等） 熊本学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2014 熊本学習センター 会計 郵便発信簿 平成26年度郵便発信簿 熊本学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2015 熊本学習センター 会計 郵便発信簿 平成27年度郵便発信簿 熊本学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2015 熊本学習センター 会計 物品管理簿 平成27年度物品管理簿 熊本学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2016 熊本学習センター 会計 物品管理簿 平成28年度物品管理簿 熊本学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2017 熊本学習センター 会計 物品管理簿 平成29年度物品管理簿 熊本学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2018 熊本学習センター 会計 物品管理簿 平成30年度物品管理簿 熊本学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2019 熊本学習センター 会計 物品管理簿 令和元年度物品管理簿 熊本学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2014 熊本学習センター 会計 郵便後納（中央郵便局） 平成26年度郵便後納（中央郵便局） 熊本学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2015 熊本学習センター 会計 郵便後納（中央郵便局） 平成27年度郵便後納（中央郵便局） 熊本学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2016 熊本学習センター 会計 郵便後納（中央郵便局） 平成28年度後納郵便料金関係 熊本学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2017 熊本学習センター 会計 郵便後納（中央郵便局） 平成29年度後納郵便料金関係 熊本学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2018 熊本学習センター 会計 郵便後納（中央郵便局） 平成30年度後納郵便料金関係 熊本学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2019 熊本学習センター 会計 郵便後納（中央郵便局） 令和元年度後納郵便料金関係 熊本学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2010 熊本学習センター 会計 年間契約書類 年間契約書類（平成22年度） 熊本学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2011 熊本学習センター 会計 年間契約書類 年間契約書類（平成23年度） 熊本学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2012 熊本学習センター 会計 年間契約書類 年間契約書類（平成24年度） 熊本学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2013 熊本学習センター 会計 年間契約書類 年間契約書類（平成25年度） 熊本学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2010 熊本学習センター 会計 諸証明書発行領収書 諸証明書発行領収書（平成22年度） 熊本学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2011 熊本学習センター 会計 諸証明書発行領収書 諸証明書発行領収書（平成23年度） 熊本学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2012 熊本学習センター 会計 諸証明書発行領収書 諸証明書発行領収書（平成24年度） 熊本学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2013 熊本学習センター 会計 諸証明書発行領収書 諸証明書発行領収書（平成25年度） 熊本学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2010 熊本学習センター 会計 前渡資金出納簿 前渡資金出納簿（平成22年度） 熊本学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2011 熊本学習センター 会計 前渡資金出納簿 前渡資金出納簿（平成23年度） 熊本学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2012 熊本学習センター 会計 前渡資金出納簿 前渡資金出納簿（平成24年度） 熊本学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2013 熊本学習センター 会計 前渡資金出納簿 前渡資金出納簿（平成25年度） 熊本学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
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2010 熊本学習センター 会計 支払済額報告書 支払済額報告書（平成22年度） 熊本学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2011 熊本学習センター 会計 支払済額報告書 支払済額報告書（平成23年度） 熊本学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2010 熊本学習センター 会計 現金出納簿 現金出納簿（平成22年度） 熊本学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2011 熊本学習センター 会計 現金出納簿 現金出納簿（平成23年度） 熊本学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2012 熊本学習センター 会計 現金出納簿 現金出納簿（平成24年度） 熊本学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2013 熊本学習センター 会計 現金出納簿 現金出納簿（平成25年度） 熊本学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2010 熊本学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等受払簿（平成22年度） 熊本学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2011 熊本学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等受払簿（平成23年度） 熊本学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2012 熊本学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等受払簿（平成24年度） 熊本学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2013 熊本学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等受払簿（平成25年度） 熊本学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2015 熊本学習センター 会計 郵便切手等受払簿 平成27年度郵便切手等受払簿 熊本学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2016 熊本学習センター 会計 郵便切手等受払簿 平成28年度郵便切手等受払簿 熊本学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2017 熊本学習センター 会計 郵便切手等受払簿 平成29年度郵便切手等受払簿 熊本学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2018 熊本学習センター 会計 郵便切手等受払簿 平成30年度郵便切手等受払簿 熊本学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2019 熊本学習センター 会計 郵便切手等受払簿 令和元年度郵便切手等受払簿 熊本学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2014 熊本学習センター 会計 郵便切手等受払簿 平成26年度郵便切手等受払簿 熊本学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2010 熊本学習センター 会計 前渡資金要求書・精算書 前渡資金要求書・精算書（平成22年度） 熊本学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2011 熊本学習センター 会計 前渡資金要求書・精算書 前渡資金要求書・精算書（平成23年度） 熊本学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2012 熊本学習センター 会計 前渡資金要求書・精算書 前渡資金要求書・精算書（平成24年度） 熊本学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2013 熊本学習センター 会計 前渡資金要求書・精算書 前渡資金要求書・精算書（平成25年度） 熊本学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2010 熊本学習センター 会計 支払伝票 支払伝票（平成22年度） 熊本学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2011 熊本学習センター 会計 支払伝票 支払伝票（平成23年度） 熊本学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2012 熊本学習センター 会計 支払伝票 支払伝票（平成24年度） 熊本学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2013 熊本学習センター 会計 支払伝票 支払伝票（平成25年度） 熊本学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2010 熊本学習センター 会計 出納員・現金払込 出納員・現金払込（平成22年度） 熊本学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2011 熊本学習センター 会計 出納員・現金払込 出納員・現金払込（平成23年度） 熊本学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2012 熊本学習センター 会計 出納員・現金払込 出納員・現金払込（平成24年度） 熊本学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2013 熊本学習センター 会計 出納員・現金払込 出納員・現金払込（平成25年度） 熊本学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2010 熊本学習センター 会計 見積書・納品書 見積書・納品書（平成22年度） 熊本学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2011 熊本学習センター 会計 見積書・納品書 見積書・納品書（平成23年度） 熊本学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2012 熊本学習センター 会計 見積書・納品書 見積書・納品書（平成24年度） 熊本学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2013 熊本学習センター 会計 見積書・納品書 見積書・納品書（平成25年度） 熊本学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2010 熊本学習センター 会計 三連符 三連符（平成22年度） 熊本学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2011 熊本学習センター 会計 三連符 三連符（平成23年度） 熊本学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 熊本学習センター 熊本学習センター事務長 廃棄
2014 大分学習センター 式典 大分学習センター開設20周年記念式典 大分学習センター開設20周年記念式典 大分学習センター事務長 2015/4/1 無期限 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2014 大分学習センター 式典 大分学習センター日田学習室開所式 大分学習センター日田学習室開所式 大分学習センター事務長 2015/4/1 無期限 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
1999 大分学習センター 式典 大分学習センター宇佐分室開所式 大分学習センター宇佐分室開所式 大分学習センター事務長 2000/4/1 無期限 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
1994 大分学習センター 式典 大分学習センター開所式 大分学習センター開所式 大分学習センター事務長 1995/4/1 無期限 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2018 大分学習センター 式典 大分学習センター移転式典 大分学習センター移転式典 大分学習センター事務長 2019/4/1 無期限 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2007 大分学習センター 広報 センター概要 センター概要（平成１９年度） 大分学習センター事務長 2008/4/1 無期限 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2008 大分学習センター 広報 センター概要 センター概要（平成２０年度） 大分学習センター事務長 2009/4/1 無期限 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2009 大分学習センター 広報 センター概要 センター概要（平成２１年度） 大分学習センター事務長 2010/4/1 無期限 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2010 大分学習センター 広報 センター概要 センター概要（平成２２年度） 大分学習センター事務長 2011/4/1 無期限 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2011 大分学習センター 広報 センター概要 センター概要（平成２３年度） 大分学習センター事務長 2012/4/1 無期限 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2012 大分学習センター 広報 センター概要 センター概要（平成２４年度） 大分学習センター事務長 2013/4/1 無期限 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2013 大分学習センター 広報 センター概要 センター概要（平成２５年度） 大分学習センター事務長 2014/4/1 無期限 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2014 大分学習センター 広報 センター概要 センター概要（平成２６年度） 大分学習センター事務長 2015/4/1 無期限 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2015 大分学習センター 広報 センター概要 センター概要（平成２７年度） 大分学習センター事務長 2016/4/1 無期限 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2016 大分学習センター 広報 センター概要 センター概要（平成２８年度） 大分学習センター事務長 2017/4/1 無期限 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2017 大分学習センター 広報 センター概要 センター概要（平成２９年度） 大分学習センター事務長 2018/4/1 無期限 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2018 大分学習センター 広報 センター概要 センター概要（平成３０年度） 大分学習センター事務長 2019/4/1 無期限 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2019 大分学習センター 広報 センター概要 センター概要（令和元年度） 大分学習センター事務長 2020/4/1 無期限 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2007 大分学習センター 広報 機関紙「ゆふ」 機関紙「ゆふ」（平成１９年度） 大分学習センター事務長 2008/4/1 無期限 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2008 大分学習センター 広報 機関紙「ゆふ」 機関紙「ゆふ」（平成２０年度） 大分学習センター事務長 2009/4/1 無期限 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2009 大分学習センター 広報 機関紙「ゆふ」 機関紙「ゆふ」（平成２１年度） 大分学習センター事務長 2010/4/1 無期限 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2010 大分学習センター 広報 機関紙「ゆふ」 機関紙「ゆふ」（平成２２年度） 大分学習センター事務長 2011/4/1 無期限 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2011 大分学習センター 広報 機関紙「ゆふ」 機関紙「ゆふ」（平成２３年度） 大分学習センター事務長 2012/4/1 無期限 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2012 大分学習センター 広報 機関紙「ゆふ」 機関紙「ゆふ」（平成２４年度） 大分学習センター事務長 2013/4/1 無期限 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2013 大分学習センター 広報 機関紙「ゆふ」 機関紙「ゆふ」（平成２５年度） 大分学習センター事務長 2014/4/1 無期限 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2014 大分学習センター 広報 機関紙「ゆふ」 機関紙「ゆふ」（平成２６年度） 大分学習センター事務長 2015/4/1 無期限 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2015 大分学習センター 広報 機関紙「ゆふ」 機関紙「ゆふ」（平成２７年度） 大分学習センター事務長 2016/4/1 無期限 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2016 大分学習センター 広報 機関紙「ゆふ」 機関紙「ゆふ」（平成２８年度） 大分学習センター事務長 2017/4/1 無期限 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2017 大分学習センター 広報 機関紙「ゆふ」 機関紙「ゆふ」（平成２９年度） 大分学習センター事務長 2018/4/1 無期限 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2018 大分学習センター 広報 機関紙「ゆふ」 機関紙「ゆふ」（平成３０年度） 大分学習センター事務長 2019/4/1 無期限 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2019 大分学習センター 広報 機関紙「ゆふ」 機関紙「ゆふ」（令和元年度） 大分学習センター事務長 2020/4/1 無期限 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2008 大分学習センター 広報 利用の手引き 利用の手引き（平成２０年度） 大分学習センター事務長 2009/4/1 無期限 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2009 大分学習センター 広報 利用の手引き 利用の手引き（平成２１年度） 大分学習センター事務長 2010/4/1 無期限 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2010 大分学習センター 広報 利用の手引き 利用の手引き（平成２２年度） 大分学習センター事務長 2011/4/1 無期限 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2011 大分学習センター 広報 利用の手引き 利用の手引き（平成２３年度） 大分学習センター事務長 2012/4/1 無期限 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
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2012 大分学習センター 広報 利用の手引き 利用の手引き（平成２４年度） 大分学習センター事務長 2013/4/1 無期限 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2013 大分学習センター 広報 利用の手引き 利用の手引き（平成２５年度） 大分学習センター事務長 2014/4/1 無期限 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2014 大分学習センター 広報 利用の手引き 利用の手引き（平成２６年度） 大分学習センター事務長 2015/4/1 無期限 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2015 大分学習センター 広報 利用の手引き 利用の手引き（平成２７年度） 大分学習センター事務長 2016/4/1 無期限 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2016 大分学習センター 広報 利用の手引き 利用の手引き（平成２８年度） 大分学習センター事務長 2017/4/1 無期限 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2017 大分学習センター 広報 利用の手引き 利用の手引き（平成２９年度） 大分学習センター事務長 2018/4/1 無期限 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2018 大分学習センター 広報 利用の手引き 利用の手引き（平成３０年度） 大分学習センター事務長 2019/4/1 無期限 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2019 大分学習センター 広報 利用の手引き 利用の手引き（令和元年度） 大分学習センター事務長 2020/4/1 無期限 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2010 大分学習センター 式典 卒業証書・学位記授与式、入学者の集い 卒業証書・学位記授与式、入学者の集い（平成２２年度） 大分学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2011 大分学習センター 式典 卒業証書・学位記授与式、入学者の集い 卒業証書・学位記授与式、入学者の集い（平成２３年度） 大分学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2012 大分学習センター 式典 卒業証書・学位記授与式、入学者の集い 卒業証書・学位記授与式、入学者の集い（平成２４年度） 大分学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2013 大分学習センター 式典 卒業証書・学位記授与式、入学者の集い 卒業証書・学位記授与式、入学者の集い（平成２５年度） 大分学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2014 大分学習センター 式典 卒業証書・学位記授与式、入学者の集い 卒業証書・学位記授与式、入学者の集い（平成２６年度） 大分学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2015 大分学習センター 式典 卒業証書・学位記授与式、入学者の集い 卒業証書・学位記授与式、入学者の集い（平成２７年度） 大分学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2016 大分学習センター 式典 卒業証書・学位記授与式、入学者の集い 卒業証書・学位記授与式、入学者の集い（平成28年度） 大分学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2017 大分学習センター 式典 卒業証書・学位記授与式、入学者の集い 卒業証書・学位記授与式、入学者の集い（平成29年度） 大分学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2018 大分学習センター 式典 卒業証書・学位記授与式、入学者の集い 卒業証書・学位記授与式、入学者の集い（平成30年度） 大分学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2019 大分学習センター 式典 卒業証書・学位記授与式、入学者の集い 卒業証書・学位記授与式、入学者の集い（令和元年度） 大分学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2015 大分学習センター 人事 身上調書 身上調書（平成２７年度） 大分学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2016 大分学習センター 人事 身上調書 身上調書（平成２８年度） 大分学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2017 大分学習センター 人事 身上調書 身上調書（平成２９年度） 大分学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2018 大分学習センター 人事 身上調書 身上調書（平成３０年度） 大分学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2019 大分学習センター 人事 身上調書 身上調書（令和元年度） 大分学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2015 大分学習センター 人事 客員教員の採用関係 客員教員の採用関係（平成２７年度） 大分学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2016 大分学習センター 人事 客員教員の採用関係 客員教員の採用関係（平成２８年度） 大分学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2017 大分学習センター 人事 客員教員の採用関係 客員教員の採用関係（平成２９年度） 大分学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2018 大分学習センター 人事 客員教員の採用関係 客員教員の採用関係（平成３０年度） 大分学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2019 大分学習センター 人事 客員教員の採用関係 客員教員の採用関係（令和元年度） 大分学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2015 大分学習センター 人事 面接授業非常勤講師委嘱関係書類 面接授業非常勤講師委嘱関係書類（平成２7年度） 大分学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2016 大分学習センター 人事 面接授業非常勤講師委嘱関係書類 面接授業非常勤講師委嘱関係書類（平成２８年度） 大分学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2017 大分学習センター 人事 面接授業非常勤講師委嘱関係書類 面接授業非常勤講師委嘱関係書類（平成２９年度） 大分学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2018 大分学習センター 人事 面接授業非常勤講師委嘱関係書類 面接授業非常勤講師委嘱関係書類（平成３０年度） 大分学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2019 大分学習センター 人事 面接授業非常勤講師委嘱関係書類 面接授業非常勤講師委嘱関係書類（令和元年度） 大分学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2015 大分学習センター 広報 広報活動・報告・実績書 広報活動・報告・実績書（平成２７年度） 大分学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2016 大分学習センター 広報 広報活動・報告・実績書 広報活動・報告・実績書（平成２８年度） 大分学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2017 大分学習センター 広報 広報活動・報告・実績書 広報活動・報告・実績書（平成２９年度） 大分学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2018 大分学習センター 広報 広報活動・報告・実績書 広報活動・報告・実績書（平成３０年度） 大分学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2019 大分学習センター 広報 広報活動・報告・実績書 広報活動・報告・実績書（令和元年度） 大分学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2015 大分学習センター 庶務 公印使用記録簿 公印使用記録簿（平成２７年度） 大分学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2016 大分学習センター 庶務 公印使用記録簿 公印使用記録簿（平成２８年度） 大分学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2017 大分学習センター 庶務 公印使用記録簿 公印使用記録簿（平成２９年度） 大分学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2018 大分学習センター 庶務 公印使用記録簿 公印使用記録簿（平成３０年度） 大分学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2019 大分学習センター 庶務 公印使用記録簿 公印使用記録簿（令和元年度） 大分学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2010 大分学習センター 庶務 物品供用簿 物品供用簿（平成２２年度） 大分学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2011 大分学習センター 庶務 物品供用簿 物品供用簿（平成２３年度） 大分学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2012 大分学習センター 庶務 物品供用簿 物品供用簿（平成２４年度） 大分学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2013 大分学習センター 庶務 物品供用簿 物品供用簿（平成２５年度） 大分学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2014 大分学習センター 庶務 物品供用簿 物品供用簿（平成２６年度） 大分学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2015 大分学習センター 庶務 物品供用簿 物品供用簿（平成２７年度） 大分学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2016 大分学習センター 庶務 物品供用簿 物品供用簿（平成２８年度） 大分学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2017 大分学習センター 庶務 物品供用簿 物品供用簿（平成２９年度） 大分学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2018 大分学習センター 庶務 物品供用簿 物品供用簿（平成３０年度） 大分学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2019 大分学習センター 庶務 物品供用簿 物品供用簿（令和元年度） 大分学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2015 大分学習センター 庶務 文書処理簿 文書処理簿（平成２７年度） 大分学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2016 大分学習センター 庶務 文書処理簿 文書処理簿（平成２８年度） 大分学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2017 大分学習センター 庶務 文書処理簿 文書処理簿（平成２９年度） 大分学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2018 大分学習センター 庶務 文書処理簿 文書処理簿（平成３０年度） 大分学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2019 大分学習センター 庶務 文書処理簿 文書処理簿（令和元年度） 大分学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2015 大分学習センター 庶務 文書発送簿 文書発送簿（平成２７年度） 大分学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2016 大分学習センター 庶務 文書発送簿 発信文書綴（平成２８年度） 大分学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2017 大分学習センター 庶務 文書発送簿 発信文書綴（平成２９年度） 大分学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2018 大分学習センター 庶務 文書発送簿 発信文書綴（平成３０年度） 大分学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2019 大分学習センター 庶務 文書発送簿 発信文書綴（令和元年度） 大分学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2010 大分学習センター 庶務 旅行命令、出張命令復命書 旅行命令、出張命令復命書（平成２２年度） 大分学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2011 大分学習センター 庶務 旅行命令、出張命令復命書 旅行命令、出張命令復命書（平成２３年度） 大分学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2012 大分学習センター 庶務 旅行命令、出張命令復命書 旅行命令、出張命令復命書（平成２４年度） 大分学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2013 大分学習センター 庶務 旅行命令、出張命令復命書 旅行命令、出張命令復命書（平成２５年度） 大分学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2014 大分学習センター 庶務 旅行命令、出張命令復命書 旅行命令、出張命令復命書（平成２６年度） 大分学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2015 大分学習センター 庶務 旅行命令、出張命令復命書 旅行命令、出張命令復命書（平成２７年度） 大分学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
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2016 大分学習センター 庶務 旅行命令、出張命令復命書 旅行命令、出張命令復命書（平成２８年度） 大分学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2017 大分学習センター 庶務 旅行命令、出張命令復命書 旅行命令、出張命令復命書（平成２９年度） 大分学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2018 大分学習センター 庶務 旅行命令、出張命令復命書 旅行命令、出張命令復命書（平成３０年度） 大分学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2019 大分学習センター 庶務 旅行命令、出張命令復命書 旅行命令、出張命令復命書（令和元年度） 大分学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2010 大分学習センター 庶務 旅費・外勤交通費 旅費・外勤交通費（平成２２年度） 大分学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2011 大分学習センター 庶務 旅費・外勤交通費 旅費・外勤交通費（平成２３年度） 大分学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2012 大分学習センター 庶務 旅費・外勤交通費 旅費・外勤交通費（平成２４年度） 大分学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2013 大分学習センター 庶務 旅費・外勤交通費 旅費・外勤交通費（平成２５年度） 大分学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2014 大分学習センター 庶務 旅費・外勤交通費 旅費・外勤交通費（平成２６年度） 大分学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2015 大分学習センター 庶務 旅費・外勤交通費 旅費・外勤交通費（平成２７年度） 大分学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2016 大分学習センター 庶務 旅費・外勤交通費 旅費・外勤交通費（平成２８年度） 大分学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2017 大分学習センター 庶務 旅費・外勤交通費 旅費・外勤交通費（平成２９年度） 大分学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2018 大分学習センター 庶務 旅費・外勤交通費 旅費・外勤交通費（平成３０年度） 大分学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2019 大分学習センター 庶務 旅費・外勤交通費 旅費・外勤交通費（令和元年度） 大分学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2017 大分学習センター 職員 休暇簿 休暇簿（平成２９年度） 大分学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2018 大分学習センター 職員 休暇簿 休暇簿（平成３０年度） 大分学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2019 大分学習センター 職員 休暇簿 休暇簿（令和元年度） 大分学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2017 大分学習センター 職員 勤務時間報告書 勤務時間報告書（平成２９年度） 大分学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2018 大分学習センター 職員 勤務時間報告書 勤務時間報告書（平成３０年度） 大分学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2019 大分学習センター 職員 勤務時間報告書 勤務時間報告書（令和元年度） 大分学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2017 大分学習センター 職員 週休日及び勤務時間割振表 週休日及び勤務時間割振表（平成２９年度） 大分学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2018 大分学習センター 職員 週休日及び勤務時間割振表 週休日及び勤務時間割振表（平成３０年度） 大分学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2019 大分学習センター 職員 週休日及び勤務時間割振表 週休日及び勤務時間割振表（令和元年度） 大分学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2017 大分学習センター 職員 出勤簿 出勤簿（平成２９年度） 大分学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2018 大分学習センター 職員 出勤簿 出勤簿（平成３０年度） 大分学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2019 大分学習センター 職員 出勤簿 出勤簿（令和元年度） 大分学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2015 大分学習センター 面接授業 面接授業 面接授業（平成２７年度） 大分学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2016 大分学習センター 面接授業 面接授業 面接授業（平成２８年度） 大分学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2017 大分学習センター 面接授業 面接授業 面接授業（平成２９年度） 大分学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2018 大分学習センター 面接授業 面接授業 面接授業（平成３０年度） 大分学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2019 大分学習センター 面接授業 面接授業 面接授業（令和元年度） 大分学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
1998 大分学習センター 教務関係 単位互換に関する協定書（写） 単位互換に関する協定書（写） 大分学習センター事務長 1999/4/1 3年（失効後） 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2015 大分学習センター 学生関係 学習相談票 学習相談票（平成２７年度） 大分学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2016 大分学習センター 学生関係 学習相談票 学習相談票（平成２８年度） 大分学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2017 大分学習センター 学生関係 学習相談票 学習相談票（平成２９年度） 大分学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2018 大分学習センター 学生関係 学習相談票 学習相談票（平成３０年度） 大分学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2019 大分学習センター 学生関係 学習相談票 学習相談票（令和元年度） 大分学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2010 大分学習センター 学生関係 学生教育研究災害傷害保険 学生教育研究災害傷害保険（平成２２年度） 大分学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2011 大分学習センター 学生関係 学生教育研究災害傷害保険 学生教育研究災害傷害保険（平成２３年度） 大分学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2012 大分学習センター 学生関係 学生教育研究災害傷害保険 学生教育研究災害傷害保険（平成２４年度） 大分学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2013 大分学習センター 学生関係 学生教育研究災害傷害保険 学生教育研究災害傷害保険（平成２５年度） 大分学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2014 大分学習センター 学生関係 学生教育研究災害傷害保険 学生教育研究災害傷害保険（平成２６年度） 大分学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2015 大分学習センター 学生関係 学生教育研究災害傷害保険 学生教育研究災害傷害保険（平成２７年度） 大分学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2016 大分学習センター 学生関係 学生教育研究災害傷害保険 学生教育研究災害傷害保険（平成２８年度） 大分学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2017 大分学習センター 学生関係 学生教育研究災害傷害保険 学生教育研究災害傷害保険（平成２９年度） 大分学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2018 大分学習センター 学生関係 学生教育研究災害傷害保険 学生教育研究災害傷害保険（平成３０年度） 大分学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2019 大分学習センター 学生関係 学生教育研究災害傷害保険 学生教育研究災害傷害保険（令和元年度） 大分学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2015 大分学習センター 学生関係 学生研修旅行 学生研修旅行（平成２７年度） 大分学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2016 大分学習センター 学生関係 学生研修旅行 学生研修旅行（平成２８年度） 大分学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2017 大分学習センター 学生関係 学生研修旅行 学生研修旅行（平成２９年度） 大分学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2018 大分学習センター 学生関係 学生研修旅行 学生研修旅行（平成３０年度） 大分学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2019 大分学習センター 学生関係 学生研修旅行 学生研修旅行（令和元年度） 大分学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2010 大分学習センター 学生関係 修学上の特別措置 修学上の特別措置（平成２２年度） 大分学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2011 大分学習センター 学生関係 修学上の特別措置 修学上の特別措置（平成２３年度） 大分学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2012 大分学習センター 学生関係 修学上の特別措置 修学上の特別措置（平成２４年度） 大分学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2013 大分学習センター 学生関係 修学上の特別措置 修学上の特別措置（平成２５年度） 大分学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2014 大分学習センター 学生関係 修学上の特別措置 修学上の特別措置（平成２６年度） 大分学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2015 大分学習センター 学生関係 修学上の特別措置 修学上の特別措置（平成２７年度） 大分学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2016 大分学習センター 学生関係 修学上の特別措置 修学上の特別措置（平成２８年度） 大分学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2017 大分学習センター 学生関係 修学上の特別措置 修学上の特別措置（平成２９年度） 大分学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2018 大分学習センター 学生関係 修学上の特別措置 修学上の特別措置（平成３０年度） 大分学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2019 大分学習センター 学生関係 修学上の特別措置 修学上の特別措置（令和元年度） 大分学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2015 大分学習センター 学生関係 卒業者名簿 卒業者名簿（平成２７年度） 大分学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 電子（共有サーバー内） 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2016 大分学習センター 学生関係 卒業者名簿 卒業者名簿（平成２８年度） 大分学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 電子（共有サーバー内） 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2017 大分学習センター 学生関係 卒業者名簿 卒業者名簿（平成２９年度） 大分学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 電子（共有サーバー内） 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2018 大分学習センター 学生関係 卒業者名簿 卒業者名簿（平成３０年度） 大分学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 電子（共有サーバー内） 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2019 大分学習センター 学生関係 卒業者名簿 卒業者名簿（令和元年度） 大分学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 電子（共有サーバー内） 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2015 大分学習センター 学生関係 住所等変更届・その他諸届 住所等変更届・その他諸届（平成２７年度） 大分学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2016 大分学習センター 学生関係 住所等変更届・その他諸届 住所等変更届・その他諸届（平成２８年度） 大分学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
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2017 大分学習センター 学生関係 住所等変更届・その他諸届 住所等変更届・その他諸届（平成２９年度） 大分学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2018 大分学習センター 学生関係 住所等変更届・その他諸届 住所等変更届・その他諸届（平成３０年度） 大分学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2019 大分学習センター 学生関係 住所等変更届・その他諸届 住所等変更届・その他諸届（令和元年度） 大分学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2015 大分学習センター 学生関係 入学者名簿 入学者名簿（平成２７年度） 大分学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 電子（共有サーバー内） 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2016 大分学習センター 学生関係 入学者名簿 入学者名簿（平成２８年度） 大分学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 電子（共有サーバー内） 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2017 大分学習センター 学生関係 入学者名簿 入学者名簿（平成２９年度） 大分学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 電子（共有サーバー内） 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2018 大分学習センター 学生関係 入学者名簿 入学者名簿（平成３０年度） 大分学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 電子（共有サーバー内） 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2019 大分学習センター 学生関係 入学者名簿 入学者名簿（令和元年度） 大分学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 電子（共有サーバー内） 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2017 大分学習センター 証明書 学割証発行台帳 学割証発行台帳（平成２９年度） 大分学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2018 大分学習センター 証明書 学割証発行台帳 学割証発行台帳（平成３０年度） 大分学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2019 大分学習センター 証明書 学割証発行台帳 学割証発行台帳（令和元年度） 大分学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2015 大分学習センター 証明書 証明書発行簿 証明書発行簿（平成２７年） 大分学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2016 大分学習センター 証明書 証明書発行簿 証明書発行簿（平成２８年度） 大分学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2017 大分学習センター 証明書 証明書発行簿 証明書発行簿（平成２９年度） 大分学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2018 大分学習センター 証明書 証明書発行簿 証明書発行簿（平成３０年度） 大分学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2019 大分学習センター 証明書 証明書発行簿 証明書発行簿（令和元年度） 大分学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2015 大分学習センター 入試 大学院入学試験 大学院入学試験（平成２７年度） 大分学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 電子（共有サーバー内） 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2016 大分学習センター 入試 大学院入学試験 大学院入学試験（平成２８年度） 大分学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 電子（共有サーバー内） 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2017 大分学習センター 入試 大学院入学試験 大学院入学試験（平成２９年度） 大分学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 電子（共有サーバー内） 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2018 大分学習センター 入試 大学院入学試験 大学院入学試験（平成３０年度） 大分学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 電子（共有サーバー内） 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2019 大分学習センター 入試 大学院入学試験 大学院入学試験（令和元年度） 大分学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 電子（共有サーバー内） 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2015 大分学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験 単位認定試験（平成２７年度１・２学期） 大分学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 電子（共有サーバー内） 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2016 大分学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験 単位認定試験（平成２８年度１・２学期） 大分学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 電子（共有サーバー内） 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2017 大分学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験 単位認定試験（平成２９年度１・２学期） 大分学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 電子（共有サーバー内） 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2018 大分学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験 単位認定試験（平成３０年度１・２学期） 大分学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 電子（共有サーバー内） 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2019 大分学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験 単位認定試験（令和元年度１・２学期） 大分学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 電子（共有サーバー内） 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2017 大分学習センター 図書・視聴 文献複写申込書 文献複写申込書（平成２９年度） 大分学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2018 大分学習センター 図書・視聴 文献複写申込書 文献複写申込書（平成３０年度） 大分学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2019 大分学習センター 図書・視聴 文献複写申込書 文献複写申込書（令和元年度） 大分学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2017 大分学習センター 図書・視聴 センター外施設関係 センター外施設関係（平成２９年度） 大分学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2018 大分学習センター 図書・視聴 センター外施設関係 センター外施設関係（平成３０年度） 大分学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2019 大分学習センター 図書・視聴 センター外施設関係 センター外施設関係（令和元年度） 大分学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2017 大分学習センター 図書・視聴 寄贈図書 寄贈図書（平成２９年度） 大分学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2018 大分学習センター 図書・視聴 寄贈図書 寄贈図書（平成３０年度） 大分学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2019 大分学習センター 図書・視聴 寄贈図書 寄贈図書（令和元年度） 大分学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2017 大分学習センター 図書・視聴 室内・室外貸出利用者統計 室内・室外貸出利用者統計（平成２９年度） 大分学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2018 大分学習センター 図書・視聴 室内・室外貸出利用者統計 室内・室外貸出利用者統計（平成３０年度） 大分学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2019 大分学習センター 図書・視聴 室内・室外貸出利用者統計 室内・室外貸出利用者統計（令和元年度） 大分学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2010 大分学習センター 会計 タクシーチケット使用簿 タクシーチケット使用簿（平成２２年度） 大分学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2011 大分学習センター 会計 タクシーチケット使用簿 タクシーチケット使用簿（平成２３年度） 大分学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2012 大分学習センター 会計 タクシーチケット使用簿 タクシーチケット使用簿（平成２４年度） 大分学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2013 大分学習センター 会計 タクシーチケット使用簿 タクシーチケット使用簿（平成２５年度） 大分学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2014 大分学習センター 会計 タクシーチケット使用簿 タクシーチケット使用簿（平成２６年度） 大分学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2015 大分学習センター 会計 タクシーチケット使用簿 タクシーチケット使用簿（平成２７年度） 大分学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2016 大分学習センター 会計 タクシーチケット使用簿 タクシーチケット使用簿（平成２８年度） 大分学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2017 大分学習センター 会計 タクシーチケット使用簿 タクシーチケット使用簿（平成２９年度） 大分学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2010 大分学習センター 会計 金種表 金種表（平成２２年度） 大分学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2011 大分学習センター 会計 金種表 金種表（平成２３年度） 大分学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2012 大分学習センター 会計 金種表 金種表（平成２４年度） 大分学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2013 大分学習センター 会計 金種表 金種表（平成２５年度） 大分学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2014 大分学習センター 会計 金種表 金種表（平成２６年度） 大分学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2015 大分学習センター 会計 金種表 金種表（平成２７年度） 大分学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2016 大分学習センター 会計 金種表 金種表（平成２８年度） 大分学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2017 大分学習センター 会計 金種表 金種表（平成２９年度） 大分学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2018 大分学習センター 会計 金種表 金種表（平成３０年度） 大分学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2019 大分学習センター 会計 金種表 金種表（令和元年度） 大分学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2010 大分学習センター 会計 現金出納簿 現金出納簿（平成２２年度） 大分学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2011 大分学習センター 会計 現金出納簿 現金出納簿（平成２３年度） 大分学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2012 大分学習センター 会計 現金出納簿 現金出納簿（平成２４年度） 大分学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2013 大分学習センター 会計 現金出納簿 現金出納簿（平成２５年度） 大分学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2014 大分学習センター 会計 現金出納簿 現金出納簿（平成２６年度） 大分学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2015 大分学習センター 会計 現金出納簿 現金出納簿（平成２７年度） 大分学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2016 大分学習センター 会計 現金出納簿 現金出納簿（平成２８年度） 大分学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2017 大分学習センター 会計 現金出納簿 現金出納簿（平成２９年度） 大分学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2018 大分学習センター 会計 現金出納簿 現金出納簿（平成３０年度） 大分学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2019 大分学習センター 会計 現金出納簿 現金出納簿（令和元年度） 大分学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2010 大分学習センター 会計 後納郵便差出票 後納郵便差出票（平成２２年度） 大分学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2011 大分学習センター 会計 後納郵便差出票 後納郵便差出票（平成２３年度） 大分学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2012 大分学習センター 会計 後納郵便差出票 後納郵便差出票（平成２４年度） 大分学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
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2013 大分学習センター 会計 後納郵便差出票 後納郵便差出票（平成２５年度） 大分学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2014 大分学習センター 会計 後納郵便差出票 後納郵便差出票（平成２６年度） 大分学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2015 大分学習センター 会計 後納郵便差出票 後納郵便差出票（平成２７年度） 大分学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2016 大分学習センター 会計 後納郵便差出票 後納郵便差出票（平成２８年度） 大分学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2017 大分学習センター 会計 後納郵便差出票 後納郵便差出票（平成２９年度） 大分学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2018 大分学習センター 会計 後納郵便差出票 後納郵便差出票（平成３０年度） 大分学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2019 大分学習センター 会計 後納郵便差出票 後納郵便差出票（令和元年度） 大分学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2010 大分学習センター 会計 支払伝票 支払伝票（平成２２年度） 大分学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2011 大分学習センター 会計 支払伝票 支払伝票（平成２３年度） 大分学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2012 大分学習センター 会計 支払伝票 支払伝票（平成２４年度） 大分学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2013 大分学習センター 会計 支払伝票 支払伝票（平成２５年度） 大分学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2014 大分学習センター 会計 支払伝票 支払伝票（平成２６年度） 大分学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2015 大分学習センター 会計 支払伝票 支払伝票（平成２７年度） 大分学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2016 大分学習センター 会計 支払伝票 支払伝票（平成２８年度） 大分学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2017 大分学習センター 会計 支払伝票 支払伝票（平成２９年度） 大分学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2018 大分学習センター 会計 支払伝票 支払伝票（平成３０年度） 大分学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2019 大分学習センター 会計 支払伝票 支払伝票（令和元年度） 大分学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2010 大分学習センター 会計 出納員・現金払込 出納員・現金払込（平成２２年度） 大分学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2011 大分学習センター 会計 出納員・現金払込 出納員・現金払込（平成２３年度） 大分学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2012 大分学習センター 会計 出納員・現金払込 出納員・現金払込（平成２４年度） 大分学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2013 大分学習センター 会計 出納員・現金払込 出納員・現金払込（平成２５年度） 大分学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2014 大分学習センター 会計 出納員・現金払込 出納員・現金払込（平成２６年度） 大分学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2015 大分学習センター 会計 出納員・現金払込 出納員・現金払込（平成２７年度） 大分学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2016 大分学習センター 会計 出納員・現金払込 出納員・現金払込（平成２８年度） 大分学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2017 大分学習センター 会計 出納員・現金払込 出納員・現金払込（平成２９年度） 大分学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2018 大分学習センター 会計 出納員・現金払込 出納員・現金払込（平成３０年度） 大分学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2019 大分学習センター 会計 出納員・現金払込 出納員・現金払込（令和元年度） 大分学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2010 大分学習センター 会計 前渡資金出納簿 前渡資金出納簿（平成２２年度） 大分学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2011 大分学習センター 会計 前渡資金出納簿 前渡資金出納簿（平成２３年度） 大分学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2012 大分学習センター 会計 前渡資金出納簿 前渡資金出納簿（平成２４年度） 大分学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2013 大分学習センター 会計 前渡資金出納簿 前渡資金出納簿（平成２５年度） 大分学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2014 大分学習センター 会計 前渡資金出納簿 前渡資金出納簿（平成２６年度） 大分学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2015 大分学習センター 会計 前渡資金出納簿 前渡資金出納簿（平成２７年度） 大分学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2016 大分学習センター 会計 前渡資金出納簿 前渡資金出納簿（平成２８年度） 大分学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2017 大分学習センター 会計 前渡資金出納簿 前渡資金出納簿（平成２９年度） 大分学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2018 大分学習センター 会計 前渡資金出納簿 前渡資金出納簿（平成３０年度） 大分学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2019 大分学習センター 会計 前渡資金出納簿 前渡資金出納簿（令和元年度） 大分学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2010 大分学習センター 会計 前渡資金要求書・精算書 前渡資金要求書・精算書（平成２２年度） 大分学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2011 大分学習センター 会計 前渡資金要求書・精算書 前渡資金要求書・精算書（平成２３年度） 大分学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2015 大分学習センター 会計 年間契約書類 年間契約書類（平成２７年度） 大分学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2016 大分学習センター 会計 年間契約書類 年間契約書類（平成２８年度） 大分学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2017 大分学習センター 会計 年間契約書類 年間契約書類（平成２９年度） 大分学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2018 大分学習センター 会計 年間契約書類 年間契約書類（平成３０年度） 大分学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2019 大分学習センター 会計 年間契約書類 年間契約書類（令和元年度） 大分学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2010 大分学習センター 会計 物品取得及び修繕（役務）請求書 物品取得及び修繕（役務）請求書（平成２２年度） 大分学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2011 大分学習センター 会計 物品取得及び修繕（役務）請求書 物品取得及び修繕（役務）請求書（平成２３年度） 大分学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2015 大分学習センター 会計 面接授業追加登録入金者一覧表 面接授業追加登録入金者一覧表（平成２７年度） 大分学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2016 大分学習センター 会計 面接授業追加登録入金者一覧表 面接授業追加登録入金者一覧表（平成２８年度） 大分学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2017 大分学習センター 会計 面接授業追加登録入金者一覧表 面接授業追加登録入金者一覧表（平成２９年度） 大分学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2018 大分学習センター 会計 面接授業追加登録入金者一覧表 面接授業追加登録入金者一覧表（平成３０年度） 大分学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2019 大分学習センター 会計 面接授業追加登録入金者一覧表 面接授業追加登録入金者一覧表（令和元年度） 大分学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2010 大分学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等受払簿（平成２２年度） 大分学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2011 大分学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等受払簿（平成２３年度） 大分学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2012 大分学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等受払簿（平成２４年度） 大分学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2013 大分学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等受払簿（平成２５年度） 大分学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2014 大分学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等受払簿（平成２６年度） 大分学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2015 大分学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等受払簿（平成２７年度） 大分学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2016 大分学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等受払簿（平成２８年度） 大分学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2017 大分学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等受払簿（平成２９年度） 大分学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2018 大分学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等受払簿（平成３０年度） 大分学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2019 大分学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等受払簿（令和元年度） 大分学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2010 大分学習センター 会計 予算示達書 予算示達書（平成２２年度） 大分学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2011 大分学習センター 会計 予算示達書 予算示達書（平成２３年度） 大分学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2012 大分学習センター 会計 予算示達書 予算示達書（平成２４年度） 大分学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2013 大分学習センター 会計 予算示達書 予算示達書（平成２５年度） 大分学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2014 大分学習センター 会計 予算示達書 予算示達書（平成２６年度） 大分学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2015 大分学習センター 会計 予算示達書 予算示達書（平成２７年度） 大分学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2016 大分学習センター 会計 予算示達書 予算示達書（平成２８年度） 大分学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2017 大分学習センター 会計 予算示達書 予算示達書（平成２９年度） 大分学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄



364/374

大分類 中分類
備考作成・取得年度等

文書分類
小分類 法人文書ファイル名 作成・取得者 起算日 保存期間

保存期間満了
時期

媒体の種別 保存場所 管理者 管理担当係等
保存期間満了時の

措置結果
2018 大分学習センター 会計 予算示達書 予算示達書（平成３０年度） 大分学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2019 大分学習センター 会計 予算示達書 予算示達書（令和元年度） 大分学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2010 大分学習センター 会計 予算執行計画書 予算執行計画書（平成２２年度） 大分学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2011 大分学習センター 会計 予算執行計画書 予算執行計画書（平成２３年度） 大分学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2012 大分学習センター 会計 予算執行計画書 予算執行計画書（平成２４年度） 大分学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2013 大分学習センター 会計 予算執行計画書 予算執行計画書（平成２５年度） 大分学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2014 大分学習センター 会計 予算執行計画書 予算執行計画書（平成２６年度） 大分学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2015 大分学習センター 会計 予算執行計画書 予算執行計画書（平成２７年度） 大分学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2016 大分学習センター 会計 予算執行計画書 予算執行計画書（平成２８年度） 大分学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2017 大分学習センター 会計 予算執行計画書 予算執行計画書（平成２９年度） 大分学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2018 大分学習センター 会計 予算執行計画書 予算執行計画書（平成３０年度） 大分学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
2019 大分学習センター 会計 予算執行計画書 予算執行計画書（令和元年度） 大分学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 大分学習センター 大分学習センター事務長 廃棄
1996 宮崎学習センター 式典 宮崎学習センター開所式 宮崎学習センター開所式 宮崎学習センター事務長 1997/4/1 無期限 紙 宮崎学習センター 宮崎学習センター事務長 廃棄
2010 宮崎学習センター 式典 学位記授与式・入学者の集い 学位記授与式・入学者の集い（平成22年度） 宮崎学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 宮崎学習センター 宮崎学習センター事務長 廃棄
2011 宮崎学習センター 式典 学位記授与式・入学者の集い 学位記授与式・入学者の集い（平成23年度） 宮崎学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 宮崎学習センター 宮崎学習センター事務長 廃棄
2012 宮崎学習センター 式典 学位記授与式・入学者の集い 学位記授与式・入学者の集い（平成24年度） 宮崎学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 宮崎学習センター 宮崎学習センター事務長 廃棄
2013 宮崎学習センター 式典 学位記授与式・入学者の集い 学位記授与式・入学者の集い（平成25年度） 宮崎学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 宮崎学習センター 宮崎学習センター事務長 廃棄
2014 宮崎学習センター 式典 学位記授与式・入学者の集い 学位記授与式・入学者の集い（平成26年度） 宮崎学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 宮崎学習センター 宮崎学習センター事務長 廃棄
2015 宮崎学習センター 式典 学位記授与式・入学者の集い 学位記授与式・入学者の集い（平成27年度） 宮崎学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 宮崎学習センター 宮崎学習センター事務長 廃棄
2016 宮崎学習センター 式典 学位記授与式・入学者の集い 学位記授与式・入学者の集い（平成28年度） 宮崎学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 宮崎学習センター 宮崎学習センター事務長 廃棄
2017 宮崎学習センター 式典 学位記授与式・入学者の集い 学位記授与式・入学者の集い（平成29年度） 宮崎学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 宮崎学習センター 宮崎学習センター事務長 廃棄
2018 宮崎学習センター 式典 学位記授与式・入学者の集い 学位記授与式・入学者の集い（平成30年度） 宮崎学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 宮崎学習センター 宮崎学習センター事務長 廃棄
2019 宮崎学習センター 式典 学位記授与式・入学者の集い 学位記授与式・入学者の集い（令和元年度） 宮崎学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 宮崎学習センター 宮崎学習センター事務長 廃棄
2011 宮崎学習センター 管理運営 監事監査 監事監査（平成23年度） 宮崎学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 宮崎学習センター 宮崎学習センター事務長 廃棄
2015 宮崎学習センター 管理運営 監事監査 監事監査（平成27年度） 宮崎学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 宮崎学習センター 宮崎学習センター事務長 廃棄
2019 宮崎学習センター 管理運営 監事監査 監事監査（令和元年度） 宮崎学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 宮崎学習センター 宮崎学習センター事務長 廃棄
2015 宮崎学習センター 管理運営 行政財産使用許可申請等関係 行政財産使用許可申請等関係（平成27年度） 宮崎学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 宮崎学習センター 宮崎学習センター事務長 廃棄
2016 宮崎学習センター 管理運営 行政財産使用許可申請等関係 行政財産使用許可申請等関係（平成28年度） 宮崎学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 宮崎学習センター 宮崎学習センター事務長 廃棄
2017 宮崎学習センター 管理運営 行政財産使用許可申請等関係 行政財産使用許可申請等関係（平成29年度） 宮崎学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 宮崎学習センター 宮崎学習センター事務長 廃棄
2018 宮崎学習センター 管理運営 行政財産使用許可申請等関係 行政財産使用許可申請等関係（平成30年度） 宮崎学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 宮崎学習センター 宮崎学習センター事務長 廃棄
2019 宮崎学習センター 管理運営 行政財産使用許可申請等関係 行政財産使用許可申請等関係（令和元年度） 宮崎学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 宮崎学習センター 宮崎学習センター事務長 廃棄
2015 宮崎学習センター 管理運営 情報システム管理運営関係 情報システム管理運営関係（平成27年度） 宮崎学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 宮崎学習センター 宮崎学習センター事務長 廃棄
2016 宮崎学習センター 管理運営 情報システム管理運営関係 情報システム管理運営関係（平成28年度） 宮崎学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 宮崎学習センター 宮崎学習センター事務長 廃棄
2017 宮崎学習センター 管理運営 情報システム管理運営関係 情報システム管理運営関係（平成29年度） 宮崎学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 宮崎学習センター 宮崎学習センター事務長 廃棄
2018 宮崎学習センター 管理運営 情報システム管理運営関係 情報システム管理運営関係（平成30年度） 宮崎学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 宮崎学習センター 宮崎学習センター事務長 廃棄
2019 宮崎学習センター 管理運営 情報システム管理運営関係 情報システム管理運営関係（令和元年度） 宮崎学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 宮崎学習センター 宮崎学習センター事務長 廃棄
2015 宮崎学習センター 人事 任用関係 任用関係（平成27年度） 宮崎学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 宮崎学習センター 宮崎学習センター事務長 廃棄
2016 宮崎学習センター 人事 任用関係 任用関係（平成28年度） 宮崎学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 宮崎学習センター 宮崎学習センター事務長 廃棄
2017 宮崎学習センター 人事 任用関係 任用関係（平成29年度） 宮崎学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 宮崎学習センター 宮崎学習センター事務長 廃棄
2018 宮崎学習センター 人事 任用関係 任用関係（平成30年度） 宮崎学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 宮崎学習センター 宮崎学習センター事務長 廃棄
2019 宮崎学習センター 人事 任用関係 任用関係（令和元年度） 宮崎学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 宮崎学習センター 宮崎学習センター事務長 廃棄
2017 宮崎学習センター 諸会議 所長・事務長会議 所長・事務長会議（平成29年度） 宮崎学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 宮崎学習センター 宮崎学習センター事務長 廃棄
2018 宮崎学習センター 諸会議 所長・事務長会議 所長・事務長会議（平成30年度） 宮崎学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 宮崎学習センター 宮崎学習センター事務長 廃棄
2019 宮崎学習センター 諸会議 所長・事務長会議 所長・事務長会議（平成31年度） 宮崎学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 宮崎学習センター 宮崎学習センター事務長 廃棄
2017 宮崎学習センター 諸会議 諸会議・研修関係 諸会議・研修関係（平成29年度） 宮崎学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 宮崎学習センター 宮崎学習センター事務長 廃棄
2018 宮崎学習センター 諸会議 諸会議・研修関係 諸会議・研修関係（平成30年度） 宮崎学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 宮崎学習センター 宮崎学習センター事務長 廃棄
2019 宮崎学習センター 諸会議 諸会議・研修関係 諸会議・研修関係（令和元年度） 宮崎学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 宮崎学習センター 宮崎学習センター事務長 廃棄
2015 宮崎学習センター 広報 公開講演会 公開講演会（平成27年度） 宮崎学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 宮崎学習センター 宮崎学習センター事務長 廃棄
2016 宮崎学習センター 広報 公開講演会 公開講演会（平成28年度） 宮崎学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 宮崎学習センター 宮崎学習センター事務長 廃棄
2017 宮崎学習センター 広報 公開講演会 公開講演会（平成29年度） 宮崎学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 宮崎学習センター 宮崎学習センター事務長 廃棄
2018 宮崎学習センター 広報 公開講演会 公開講演会（平成30年度） 宮崎学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 宮崎学習センター 宮崎学習センター事務長 廃棄
2019 宮崎学習センター 広報 公開講演会 公開講演会（令和元年度） 宮崎学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 宮崎学習センター 宮崎学習センター事務長 廃棄
2015 宮崎学習センター 広報 広報関係（学生募集等含む） 広報関係（学生募集等含む）（平成27年度） 宮崎学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 宮崎学習センター 宮崎学習センター事務長 廃棄
2016 宮崎学習センター 広報 広報関係（学生募集等含む） 広報関係（学生募集等含む）（平成28年度） 宮崎学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 宮崎学習センター 宮崎学習センター事務長 廃棄
2017 宮崎学習センター 広報 広報関係（学生募集等含む） 広報関係（学生募集等含む）（平成29年度） 宮崎学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 宮崎学習センター 宮崎学習センター事務長 廃棄
2018 宮崎学習センター 広報 広報関係（学生募集等含む） 広報関係（学生募集等含む）（平成30年度） 宮崎学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 宮崎学習センター 宮崎学習センター事務長 廃棄
2019 宮崎学習センター 広報 広報関係（学生募集等含む） 広報関係（学生募集等含む）（令和元年度） 宮崎学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 宮崎学習センター 宮崎学習センター事務長 廃棄
1997 宮崎学習センター 広報 機関誌「向日葵」 機関誌「向日葵」（センター保存分） 宮崎学習センター事務長 1998/4/1 30年 2028/3/31 紙 宮崎学習センター 宮崎学習センター事務長 廃棄
1997 宮崎学習センター 広報 機関誌「向日葵」 機関誌「向日葵」（センター保存分） 宮崎学習センター事務長 1998/4/1 30年 2028/3/31 紙 宮崎学習センター 宮崎学習センター事務長 廃棄
2010 宮崎学習センター 庶務 旅行命令（依頼）発行簿 旅行命令（依頼）発行簿（平成22年度） 宮崎学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 宮崎学習センター 宮崎学習センター事務長 廃棄
2011 宮崎学習センター 庶務 旅行命令（依頼）発行簿 旅行命令（依頼）発行簿（平成23年度） 宮崎学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 宮崎学習センター 宮崎学習センター事務長 廃棄
2012 宮崎学習センター 庶務 旅行命令（依頼）発行簿 旅行命令（依頼）発行簿（平成24年度） 宮崎学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 宮崎学習センター 宮崎学習センター事務長 廃棄
2013 宮崎学習センター 庶務 旅行命令（依頼）発行簿 旅行命令（依頼）発行簿（平成25年度） 宮崎学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 宮崎学習センター 宮崎学習センター事務長 廃棄
2014 宮崎学習センター 庶務 旅行命令（依頼）発行簿 旅行命令（依頼）発行簿（平成26年度） 宮崎学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 宮崎学習センター 宮崎学習センター事務長 廃棄
2015 宮崎学習センター 庶務 旅行命令（依頼）発行簿 旅行命令（依頼）発行簿（平成27年度） 宮崎学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 宮崎学習センター 宮崎学習センター事務長 廃棄
2016 宮崎学習センター 庶務 旅行命令（依頼）発行簿 旅行命令（依頼）発行簿（平成28年度） 宮崎学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 宮崎学習センター 宮崎学習センター事務長 廃棄
2017 宮崎学習センター 庶務 旅行命令（依頼）発行簿 旅行命令（依頼）発行簿（平成29年度） 宮崎学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 宮崎学習センター 宮崎学習センター事務長 廃棄
2018 宮崎学習センター 庶務 旅行命令（依頼）発行簿 旅行命令（依頼）発行簿（平成30年度） 宮崎学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 宮崎学習センター 宮崎学習センター事務長 廃棄
2019 宮崎学習センター 庶務 旅行命令（依頼）発行簿 旅行命令（依頼）発行簿（令和元年度） 宮崎学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 宮崎学習センター 宮崎学習センター事務長 廃棄
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2015 宮崎学習センター 庶務 利用の手引 利用の手引（平成27年度） 宮崎学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 宮崎学習センター 宮崎学習センター事務長 廃棄
2016 宮崎学習センター 庶務 利用の手引 利用の手引（平成28年度） 宮崎学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 宮崎学習センター 宮崎学習センター事務長 廃棄
2017 宮崎学習センター 庶務 利用の手引 利用の手引（平成29年度） 宮崎学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 宮崎学習センター 宮崎学習センター事務長 廃棄
2018 宮崎学習センター 庶務 利用の手引 利用の手引（平成30年度） 宮崎学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 宮崎学習センター 宮崎学習センター事務長 廃棄
2019 宮崎学習センター 庶務 利用の手引 利用の手引（令和元年度） 宮崎学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 宮崎学習センター 宮崎学習センター事務長 廃棄
2015 宮崎学習センター 庶務 各種統計調査・報告関係 各種統計調査・報告関係（平成27年度） 宮崎学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 宮崎学習センター 宮崎学習センター事務長 廃棄
2016 宮崎学習センター 庶務 各種統計調査・報告関係 各種統計調査・報告関係（平成28年度） 宮崎学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 宮崎学習センター 宮崎学習センター事務長 廃棄
2017 宮崎学習センター 庶務 各種統計調査・報告関係 各種統計調査・報告関係（平成29年度） 宮崎学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 宮崎学習センター 宮崎学習センター事務長 廃棄
2018 宮崎学習センター 庶務 各種統計調査・報告関係 各種統計調査・報告関係（平成30年度） 宮崎学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 宮崎学習センター 宮崎学習センター事務長 廃棄
2019 宮崎学習センター 庶務 各種統計調査・報告関係 各種統計調査・報告関係（令和元年度） 宮崎学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 宮崎学習センター 宮崎学習センター事務長 廃棄
2010 宮崎学習センター 庶務 物品供用簿 物品供用簿（平成22年度） 宮崎学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 宮崎学習センター 宮崎学習センター事務長 廃棄
2011 宮崎学習センター 庶務 物品供用簿 物品供用簿（平成23年度） 宮崎学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 宮崎学習センター 宮崎学習センター事務長 廃棄
2012 宮崎学習センター 庶務 物品供用簿 物品供用簿（平成24年度） 宮崎学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 宮崎学習センター 宮崎学習センター事務長 廃棄
2013 宮崎学習センター 庶務 物品供用簿 物品供用簿（平成25年度） 宮崎学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 宮崎学習センター 宮崎学習センター事務長 廃棄
2014 宮崎学習センター 庶務 物品供用簿 物品供用簿（平成26年度） 宮崎学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 宮崎学習センター 宮崎学習センター事務長 廃棄
2015 宮崎学習センター 庶務 物品供用簿 物品供用簿（平成27年度） 宮崎学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 宮崎学習センター 宮崎学習センター事務長 廃棄
2016 宮崎学習センター 庶務 物品供用簿 物品供用簿（平成28年度） 宮崎学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 宮崎学習センター 宮崎学習センター事務長 廃棄
2017 宮崎学習センター 庶務 物品供用簿 物品供用簿（平成29年度） 宮崎学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 宮崎学習センター 宮崎学習センター事務長 廃棄
2018 宮崎学習センター 庶務 物品供用簿 物品供用簿（平成30年度） 宮崎学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 宮崎学習センター 宮崎学習センター事務長 廃棄
2019 宮崎学習センター 庶務 物品供用簿 物品供用簿（令和元年度） 宮崎学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 宮崎学習センター 宮崎学習センター事務長 廃棄
2017 宮崎学習センター 職員 出勤簿 出勤簿（平成29年度） 宮崎学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 宮崎学習センター 宮崎学習センター事務長 廃棄
2018 宮崎学習センター 職員 出勤簿 出勤簿（平成30年度） 宮崎学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 宮崎学習センター 宮崎学習センター事務長 廃棄
2019 宮崎学習センター 職員 出勤簿 出勤簿（令和元年度） 宮崎学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 宮崎学習センター 宮崎学習センター事務長 廃棄
2017 宮崎学習センター 職員 休暇簿 休暇簿（平成29年度） 宮崎学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 宮崎学習センター 宮崎学習センター事務長 廃棄
2018 宮崎学習センター 職員 休暇簿 休暇簿（平成30年度） 宮崎学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 宮崎学習センター 宮崎学習センター事務長 廃棄
2019 宮崎学習センター 職員 休暇簿 休暇簿（令和元年度） 宮崎学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 宮崎学習センター 宮崎学習センター事務長 廃棄
2017 宮崎学習センター 職員 時間外勤務等命令簿 時間外勤務等命令簿（平成29年度） 宮崎学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 宮崎学習センター 宮崎学習センター事務長 廃棄
2018 宮崎学習センター 職員 時間外勤務等命令簿 時間外勤務等命令簿（平成30年度） 宮崎学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 宮崎学習センター 宮崎学習センター事務長 廃棄
2019 宮崎学習センター 職員 時間外勤務等命令簿 時間外勤務等命令簿（令和元年度） 宮崎学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 宮崎学習センター 宮崎学習センター事務長 廃棄
2017 宮崎学習センター 職員 勤務時間報告 勤務時間報告（平成29年度） 宮崎学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 宮崎学習センター 宮崎学習センター事務長 廃棄
2018 宮崎学習センター 職員 勤務時間報告 勤務時間報告（平成30年度） 宮崎学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 宮崎学習センター 宮崎学習センター事務長 廃棄
2019 宮崎学習センター 職員 勤務時間報告 勤務時間報告（令和元年度） 宮崎学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 宮崎学習センター 宮崎学習センター事務長 廃棄
2017 宮崎学習センター 職員 週休日・勤務割振表 週休日・勤務割振表（平成29年度） 宮崎学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 宮崎学習センター 宮崎学習センター事務長 廃棄
2018 宮崎学習センター 職員 週休日・勤務割振表 週休日・勤務割振表（平成30年度） 宮崎学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 宮崎学習センター 宮崎学習センター事務長 廃棄
2019 宮崎学習センター 職員 週休日・勤務割振表 週休日・勤務割振表（令和元年度） 宮崎学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 宮崎学習センター 宮崎学習センター事務長 廃棄
2014 宮崎学習センター 職員 諸手当関係 諸手当関係（平成26年度） 宮崎学習センター事務長 2015/4/1 3年（支給喪失から） 紙 宮崎学習センター 宮崎学習センター事務長 廃棄
2015 宮崎学習センター 職員 諸手当関係 諸手当関係（平成27年度） 宮崎学習センター事務長 2016/4/1 3年（支給喪失から） 紙 宮崎学習センター 宮崎学習センター事務長 廃棄
2016 宮崎学習センター 職員 諸手当関係 諸手当関係（平成28年度） 宮崎学習センター事務長 2017/4/1 3年（支給喪失から） 紙 宮崎学習センター 宮崎学習センター事務長 廃棄
2017 宮崎学習センター 職員 諸手当関係 諸手当関係（平成29年度） 宮崎学習センター事務長 2018/4/1 3年（支給喪失から） 紙 宮崎学習センター 宮崎学習センター事務長 廃棄
2018 宮崎学習センター 職員 諸手当関係 諸手当関係（平成30年度） 宮崎学習センター事務長 2019/4/1 3年（支給喪失から） 紙 宮崎学習センター 宮崎学習センター事務長 廃棄
2019 宮崎学習センター 職員 諸手当関係 諸手当関係（令和元年度） 宮崎学習センター事務長 2020/4/1 3年（支給喪失から） 紙 宮崎学習センター 宮崎学習センター事務長 廃棄
2017 宮崎学習センター 職員 給与関係 給与関係（平成29年度） 宮崎学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 宮崎学習センター 宮崎学習センター事務長 廃棄
2018 宮崎学習センター 職員 給与関係 給与関係（平成30年度） 宮崎学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 宮崎学習センター 宮崎学習センター事務長 廃棄
2019 宮崎学習センター 職員 給与関係 給与関係（令和元年度） 宮崎学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 宮崎学習センター 宮崎学習センター事務長 廃棄
2017 宮崎学習センター 職員 定期健康診断・人間ドック関係 定期健康診断・人間ドック関係（平成29年度） 宮崎学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 宮崎学習センター 宮崎学習センター事務長 廃棄
2018 宮崎学習センター 職員 定期健康診断・人間ドック関係 定期健康診断・人間ドック関係（平成30年度） 宮崎学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 宮崎学習センター 宮崎学習センター事務長 廃棄
2019 宮崎学習センター 職員 定期健康診断・人間ドック関係 定期健康診断・人間ドック関係（令和元年度） 宮崎学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 宮崎学習センター 宮崎学習センター事務長 廃棄
2017 宮崎学習センター 職員 勤務時間管理 勤務時間管理（平成29年度） 宮崎学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 宮崎学習センター 宮崎学習センター事務長 廃棄
2018 宮崎学習センター 職員 勤務時間管理 勤務時間管理（平成30年度） 宮崎学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 宮崎学習センター 宮崎学習センター事務長 廃棄
2019 宮崎学習センター 職員 勤務時間管理 勤務時間管理（令和元年度） 宮崎学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 宮崎学習センター 宮崎学習センター事務長 廃棄
2017 宮崎学習センター 職員 福利厚生関係 福利厚生関係（平成29年度） 宮崎学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 宮崎学習センター 宮崎学習センター事務長 廃棄
2018 宮崎学習センター 職員 福利厚生関係 福利厚生関係（平成30年度） 宮崎学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 宮崎学習センター 宮崎学習センター事務長 廃棄
2019 宮崎学習センター 職員 福利厚生関係 福利厚生関係（令和元年度） 宮崎学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 宮崎学習センター 宮崎学習センター事務長 廃棄
2017 宮崎学習センター 職員 職員の兼業関係 職員の兼業関係（平成29年度） 宮崎学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 宮崎学習センター 宮崎学習センター事務長 廃棄
2018 宮崎学習センター 職員 職員の兼業関係 職員の兼業関係（平成30年度） 宮崎学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 宮崎学習センター 宮崎学習センター事務長 廃棄
2019 宮崎学習センター 職員 職員の兼業関係 職員の兼業関係（令和元年度） 宮崎学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 宮崎学習センター 宮崎学習センター事務長 廃棄
2015 宮崎学習センター 面接授業 面接授業 面接授業（平成27年度） 宮崎学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 宮崎学習センター 宮崎学習センター事務長 廃棄
2016 宮崎学習センター 面接授業 面接授業 面接授業（平成28年度） 宮崎学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 宮崎学習センター 宮崎学習センター事務長 廃棄
2017 宮崎学習センター 面接授業 面接授業 面接授業（平成29年度） 宮崎学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 宮崎学習センター 宮崎学習センター事務長 廃棄
2018 宮崎学習センター 面接授業 面接授業 面接授業（平成30年度） 宮崎学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 宮崎学習センター 宮崎学習センター事務長 廃棄
2019 宮崎学習センター 面接授業 面接授業 面接授業（令和元年度） 宮崎学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 宮崎学習センター 宮崎学習センター事務長 廃棄
2015 宮崎学習センター 教務関係 単位互換 単位互換（平成27年度） 宮崎学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 宮崎学習センター 宮崎学習センター事務長 廃棄
2016 宮崎学習センター 教務関係 単位互換 単位互換（平成28年度） 宮崎学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 宮崎学習センター 宮崎学習センター事務長 廃棄
2017 宮崎学習センター 教務関係 単位互換 単位互換（平成29年度） 宮崎学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 宮崎学習センター 宮崎学習センター事務長 廃棄
2018 宮崎学習センター 教務関係 単位互換 単位互換（平成30年度） 宮崎学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 宮崎学習センター 宮崎学習センター事務長 廃棄
2019 宮崎学習センター 教務関係 単位互換 単位互換（令和元年度） 宮崎学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 宮崎学習センター 宮崎学習センター事務長 廃棄
2015 宮崎学習センター 教務関係 学習指導・相談 学習指導・相談（平成27年度） 宮崎学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 宮崎学習センター 宮崎学習センター事務長 廃棄
2016 宮崎学習センター 教務関係 学習指導・相談 学習指導・相談（平成28年度） 宮崎学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 宮崎学習センター 宮崎学習センター事務長 廃棄
2017 宮崎学習センター 教務関係 学習指導・相談 学習指導・相談（平成29年度） 宮崎学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 宮崎学習センター 宮崎学習センター事務長 廃棄
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2018 宮崎学習センター 教務関係 学習指導・相談 学習指導・相談（平成30年度） 宮崎学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 宮崎学習センター 宮崎学習センター事務長 廃棄
2019 宮崎学習センター 教務関係 学習指導・相談 学習指導・相談（令和元年度） 宮崎学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 宮崎学習センター 宮崎学習センター事務長 廃棄
2015 宮崎学習センター 教務関係 教務一般 教務一般（平成27年度） 宮崎学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 宮崎学習センター 宮崎学習センター事務長 廃棄
2016 宮崎学習センター 教務関係 教務一般 教務一般（平成28年度） 宮崎学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 宮崎学習センター 宮崎学習センター事務長 廃棄
2017 宮崎学習センター 教務関係 教務一般 教務一般（平成29年度） 宮崎学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 宮崎学習センター 宮崎学習センター事務長 廃棄
2018 宮崎学習センター 教務関係 教務一般 教務一般（平成30年度） 宮崎学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 宮崎学習センター 宮崎学習センター事務長 廃棄
2019 宮崎学習センター 教務関係 教務一般 教務一般（令和元年度） 宮崎学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 宮崎学習センター 宮崎学習センター事務長 廃棄
2017 宮崎学習センター 教務関係 連携協力関係 連携協力関係（平成29年度） 宮崎学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 宮崎学習センター 宮崎学習センター事務長 廃棄
2018 宮崎学習センター 教務関係 連携協力関係 連携協力関係（平成30年度） 宮崎学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 宮崎学習センター 宮崎学習センター事務長 廃棄
2019 宮崎学習センター 教務関係 連携協力関係 連携協力関係（令和元年度） 宮崎学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 宮崎学習センター 宮崎学習センター事務長 廃棄
2017 宮崎学習センター 教務関係 高等教育コンソーシアム宮崎関係 高等教育コンソーシアム宮崎関係（平成29年度） 宮崎学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 宮崎学習センター 宮崎学習センター事務長 廃棄
2018 宮崎学習センター 教務関係 高等教育コンソーシアム宮崎関係 高等教育コンソーシアム宮崎関係（平成30年度） 宮崎学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 宮崎学習センター 宮崎学習センター事務長 廃棄
2019 宮崎学習センター 教務関係 高等教育コンソーシアム宮崎関係 高等教育コンソーシアム宮崎関係（令和元年度） 宮崎学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 宮崎学習センター 宮崎学習センター事務長 廃棄
2015 宮崎学習センター 学生関係 学生研修旅行 学生研修旅行（平成27年度） 宮崎学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 宮崎学習センター 宮崎学習センター事務長 廃棄
2016 宮崎学習センター 学生関係 学生研修旅行 学生研修旅行（平成28年度） 宮崎学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 宮崎学習センター 宮崎学習センター事務長 廃棄
2017 宮崎学習センター 学生関係 学生研修旅行 学生研修旅行（平成29年度） 宮崎学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 宮崎学習センター 宮崎学習センター事務長 廃棄
2018 宮崎学習センター 学生関係 学生研修旅行 学生研修旅行（平成30年度） 宮崎学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 宮崎学習センター 宮崎学習センター事務長 廃棄
2019 宮崎学習センター 学生関係 学生研修旅行 学生研修旅行（令和元年度） 宮崎学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 宮崎学習センター 宮崎学習センター事務長 廃棄
2015 宮崎学習センター 学生関係 学生団体・同窓会関係 学生団体・同窓会関係（平成27年度） 宮崎学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 宮崎学習センター 宮崎学習センター事務長 廃棄
2016 宮崎学習センター 学生関係 学生団体・同窓会関係 学生団体・同窓会関係（平成28年度） 宮崎学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 宮崎学習センター 宮崎学習センター事務長 廃棄
2017 宮崎学習センター 学生関係 学生団体・同窓会関係 学生団体・同窓会関係（平成29年度） 宮崎学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 宮崎学習センター 宮崎学習センター事務長 廃棄
2018 宮崎学習センター 学生関係 学生団体・同窓会関係 学生団体・同窓会関係（平成30年度） 宮崎学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 宮崎学習センター 宮崎学習センター事務長 廃棄
2019 宮崎学習センター 学生関係 学生団体・同窓会関係 学生団体・同窓会関係（令和元年度） 宮崎学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 宮崎学習センター 宮崎学習センター事務長 廃棄
2015 宮崎学習センター 学生関係 奨学金関係 奨学金関係（平成27年度） 宮崎学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 宮崎学習センター 宮崎学習センター事務長 廃棄
2016 宮崎学習センター 学生関係 奨学金関係 奨学金関係（平成28年度） 宮崎学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 宮崎学習センター 宮崎学習センター事務長 廃棄
2017 宮崎学習センター 学生関係 奨学金関係 奨学金関係（平成29年度） 宮崎学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 宮崎学習センター 宮崎学習センター事務長 廃棄
2018 宮崎学習センター 学生関係 奨学金関係 奨学金関係（平成30年度） 宮崎学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 宮崎学習センター 宮崎学習センター事務長 廃棄
2019 宮崎学習センター 学生関係 奨学金関係 奨学金関係（令和元年度） 宮崎学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 宮崎学習センター 宮崎学習センター事務長 廃棄
2010 宮崎学習センター 学生関係 学生教育研究災害傷害保険 学生教育研究災害傷害保険（平成22年度） 宮崎学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 宮崎学習センター 宮崎学習センター事務長 廃棄
2011 宮崎学習センター 学生関係 学生教育研究災害傷害保険 学生教育研究災害傷害保険（平成23年度） 宮崎学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 宮崎学習センター 宮崎学習センター事務長 廃棄
2012 宮崎学習センター 学生関係 学生教育研究災害傷害保険 学生教育研究災害傷害保険（平成24年度） 宮崎学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 宮崎学習センター 宮崎学習センター事務長 廃棄
2013 宮崎学習センター 学生関係 学生教育研究災害傷害保険 学生教育研究災害傷害保険（平成25年度） 宮崎学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 宮崎学習センター 宮崎学習センター事務長 廃棄
2014 宮崎学習センター 学生関係 学生教育研究災害傷害保険 学生教育研究災害傷害保険（平成26年度） 宮崎学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 宮崎学習センター 宮崎学習センター事務長 廃棄
2015 宮崎学習センター 学生関係 学生教育研究災害傷害保険 学生教育研究災害傷害保険（平成27年度） 宮崎学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 宮崎学習センター 宮崎学習センター事務長 廃棄
2016 宮崎学習センター 学生関係 学生教育研究災害傷害保険 学生教育研究災害傷害保険（平成28年度） 宮崎学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 宮崎学習センター 宮崎学習センター事務長 廃棄
2017 宮崎学習センター 学生関係 学生教育研究災害傷害保険 学生教育研究災害傷害保険（平成29年度） 宮崎学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 宮崎学習センター 宮崎学習センター事務長 廃棄
2018 宮崎学習センター 学生関係 学生教育研究災害傷害保険 学生教育研究災害傷害保険（平成30年度） 宮崎学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 宮崎学習センター 宮崎学習センター事務長 廃棄
2019 宮崎学習センター 学生関係 学生教育研究災害傷害保険 学生教育研究災害傷害保険（令和元年度） 宮崎学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 宮崎学習センター 宮崎学習センター事務長 廃棄
2017 宮崎学習センター 証明書 学割関係 学割関係（平成29年度） 宮崎学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 宮崎学習センター 宮崎学習センター事務長 廃棄
2018 宮崎学習センター 証明書 学割関係 学割関係（平成30年度） 宮崎学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 宮崎学習センター 宮崎学習センター事務長 廃棄
2019 宮崎学習センター 証明書 学割関係 学割関係（令和元年度） 宮崎学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 宮崎学習センター 宮崎学習センター事務長 廃棄
2015 宮崎学習センター 証明書 各種証明書・交付願（台帳含む）（重要なもの） 各種証明書・交付願（台帳含む）（重要なもの）（平成27年度） 宮崎学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 宮崎学習センター 宮崎学習センター事務長 廃棄
2016 宮崎学習センター 証明書 各種証明書・交付願（台帳含む）（重要なもの） 各種証明書・交付願（台帳含む）（重要なもの）（平成28年度） 宮崎学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 宮崎学習センター 宮崎学習センター事務長 廃棄
2017 宮崎学習センター 証明書 各種証明書・交付願（台帳含む）（重要なもの） 各種証明書・交付願（台帳含む）（重要なもの）（平成29年度） 宮崎学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 宮崎学習センター 宮崎学習センター事務長 廃棄
2018 宮崎学習センター 証明書 各種証明書・交付願（台帳含む）（重要なもの） 各種証明書・交付願（台帳含む）（重要なもの）（平成30年度） 宮崎学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 宮崎学習センター 宮崎学習センター事務長 廃棄
2019 宮崎学習センター 証明書 各種証明書・交付願（台帳含む）（重要なもの） 各種証明書・交付願（台帳含む）（重要なもの）（令和元年度） 宮崎学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 宮崎学習センター 宮崎学習センター事務長 廃棄
2017 宮崎学習センター 証明書 各種証明書・交付願（台帳含む） 各種証明書・交付願（台帳含む）（平成29年度） 宮崎学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 宮崎学習センター 宮崎学習センター事務長 廃棄
2018 宮崎学習センター 証明書 各種証明書・交付願（台帳含む） 各種証明書・交付願（台帳含む）（平成30年度） 宮崎学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 宮崎学習センター 宮崎学習センター事務長 廃棄
2019 宮崎学習センター 証明書 各種証明書・交付願（台帳含む） 各種証明書・交付願（台帳含む）（令和元年度） 宮崎学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 宮崎学習センター 宮崎学習センター事務長 廃棄
2015 宮崎学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験 単位認定試験（平成27年度） 宮崎学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 宮崎学習センター 宮崎学習センター事務長 廃棄
2016 宮崎学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験 単位認定試験（平成28年度） 宮崎学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 宮崎学習センター 宮崎学習センター事務長 廃棄
2017 宮崎学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験 単位認定試験（平成29年度） 宮崎学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 宮崎学習センター 宮崎学習センター事務長 廃棄
2018 宮崎学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験 単位認定試験（平成30年度） 宮崎学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 宮崎学習センター 宮崎学習センター事務長 廃棄
2019 宮崎学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験 単位認定試験（令和元年度） 宮崎学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 宮崎学習センター 宮崎学習センター事務長 廃棄
2015 宮崎学習センター 図書・視聴 センター外視聴関係 センター外視聴関係（平成27年度） 宮崎学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 宮崎学習センター 宮崎学習センター事務長 廃棄
2016 宮崎学習センター 図書・視聴 センター外視聴関係 センター外視聴関係（平成28年度） 宮崎学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 宮崎学習センター 宮崎学習センター事務長 廃棄
2017 宮崎学習センター 図書・視聴 センター外視聴関係 センター外視聴関係（平成29年度） 宮崎学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 宮崎学習センター 宮崎学習センター事務長 廃棄
2018 宮崎学習センター 図書・視聴 センター外視聴関係 センター外視聴関係（平成30年度） 宮崎学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 宮崎学習センター 宮崎学習センター事務長 廃棄
2019 宮崎学習センター 図書・視聴 センター外視聴関係 センター外視聴関係（令和元年度） 宮崎学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 宮崎学習センター 宮崎学習センター事務長 廃棄
2010 宮崎学習センター 会計 予算関係 予算関係（平成22年度） 宮崎学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 宮崎学習センター 宮崎学習センター事務長 廃棄
2011 宮崎学習センター 会計 予算関係 予算関係（平成23年度） 宮崎学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 宮崎学習センター 宮崎学習センター事務長 廃棄
2012 宮崎学習センター 会計 予算関係 予算関係（平成24年度） 宮崎学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 宮崎学習センター 宮崎学習センター事務長 廃棄
2013 宮崎学習センター 会計 予算関係 予算関係（平成25年度） 宮崎学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 宮崎学習センター 宮崎学習センター事務長 廃棄
2014 宮崎学習センター 会計 予算関係 予算関係（平成26年度） 宮崎学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 宮崎学習センター 宮崎学習センター事務長 廃棄
2015 宮崎学習センター 会計 予算関係 予算関係（平成27年度） 宮崎学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 宮崎学習センター 宮崎学習センター事務長 廃棄
2016 宮崎学習センター 会計 予算関係 予算関係（平成28年度） 宮崎学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 宮崎学習センター 宮崎学習センター事務長 廃棄
2017 宮崎学習センター 会計 予算関係 予算関係（平成29年度） 宮崎学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 宮崎学習センター 宮崎学習センター事務長 廃棄
2018 宮崎学習センター 会計 予算関係 予算関係（平成30年度） 宮崎学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 宮崎学習センター 宮崎学習センター事務長 廃棄
2019 宮崎学習センター 会計 予算関係 予算関係（令和元年度） 宮崎学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 宮崎学習センター 宮崎学習センター事務長 廃棄
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措置結果
2010 宮崎学習センター 会計 前渡資金要求書 前渡資金要求書（平成22年度） 宮崎学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 宮崎学習センター 宮崎学習センター事務長 廃棄
2011 宮崎学習センター 会計 前渡資金要求書 前渡資金要求書（平成23年度） 宮崎学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 宮崎学習センター 宮崎学習センター事務長 廃棄
2012 宮崎学習センター 会計 前渡資金要求書 前渡資金要求書（平成24年度） 宮崎学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 宮崎学習センター 宮崎学習センター事務長 廃棄
2013 宮崎学習センター 会計 前渡資金要求書 前渡資金要求書（平成25年度） 宮崎学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 宮崎学習センター 宮崎学習センター事務長 廃棄
2014 宮崎学習センター 会計 前渡資金要求書 前渡資金要求書（平成26年度） 宮崎学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 宮崎学習センター 宮崎学習センター事務長 廃棄
2015 宮崎学習センター 会計 前渡資金要求書 前渡資金要求書（平成27年度） 宮崎学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 宮崎学習センター 宮崎学習センター事務長 廃棄
2016 宮崎学習センター 会計 前渡資金要求書 前渡資金要求書（平成28年度） 宮崎学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 宮崎学習センター 宮崎学習センター事務長 廃棄
2017 宮崎学習センター 会計 前渡資金要求書 前渡資金要求書（平成29年度） 宮崎学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 宮崎学習センター 宮崎学習センター事務長 廃棄
2018 宮崎学習センター 会計 前渡資金要求書 前渡資金要求書（平成30年度） 宮崎学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 宮崎学習センター 宮崎学習センター事務長 廃棄
2019 宮崎学習センター 会計 前渡資金要求書 前渡資金要求書（令和元年度） 宮崎学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 宮崎学習センター 宮崎学習センター事務長 廃棄
2010 宮崎学習センター 会計 前渡資金精算書 前渡資金精算書（平成22年度） 宮崎学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 宮崎学習センター 宮崎学習センター事務長 廃棄
2011 宮崎学習センター 会計 前渡資金精算書 前渡資金精算書（平成23年度） 宮崎学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 宮崎学習センター 宮崎学習センター事務長 廃棄
2012 宮崎学習センター 会計 前渡資金精算書 前渡資金精算書（平成24年度） 宮崎学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 宮崎学習センター 宮崎学習センター事務長 廃棄
2013 宮崎学習センター 会計 前渡資金精算書 前渡資金精算書（平成25年度） 宮崎学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 宮崎学習センター 宮崎学習センター事務長 廃棄
2014 宮崎学習センター 会計 前渡資金精算書 前渡資金精算書（平成26年度） 宮崎学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 宮崎学習センター 宮崎学習センター事務長 廃棄
2015 宮崎学習センター 会計 前渡資金精算書 前渡資金精算書（平成27年度） 宮崎学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 宮崎学習センター 宮崎学習センター事務長 廃棄
2016 宮崎学習センター 会計 前渡資金精算書 前渡資金清算書（平成28年度） 宮崎学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 宮崎学習センター 宮崎学習センター事務長 廃棄
2017 宮崎学習センター 会計 前渡資金精算書 前渡資金清算書（平成29年度） 宮崎学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 宮崎学習センター 宮崎学習センター事務長 廃棄
2018 宮崎学習センター 会計 前渡資金精算書 前渡資金清算書（平成30年度） 宮崎学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 宮崎学習センター 宮崎学習センター事務長 廃棄
2019 宮崎学習センター 会計 前渡資金精算書 前渡資金清算書（令和元年度） 宮崎学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 宮崎学習センター 宮崎学習センター事務長 廃棄
2010 宮崎学習センター 会計 前渡資金出納簿 前渡資金出納簿（平成22年度） 宮崎学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 宮崎学習センター 宮崎学習センター事務長 廃棄
2011 宮崎学習センター 会計 前渡資金出納簿 前渡資金出納簿（平成23年度） 宮崎学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 宮崎学習センター 宮崎学習センター事務長 廃棄
2012 宮崎学習センター 会計 前渡資金出納簿 前渡資金出納簿（平成24年度） 宮崎学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 宮崎学習センター 宮崎学習センター事務長 廃棄
2013 宮崎学習センター 会計 前渡資金出納簿 前渡資金出納簿（平成25年度） 宮崎学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 宮崎学習センター 宮崎学習センター事務長 廃棄
2014 宮崎学習センター 会計 前渡資金出納簿 前渡資金出納簿（平成26年度） 宮崎学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 宮崎学習センター 宮崎学習センター事務長 廃棄
2015 宮崎学習センター 会計 前渡資金出納簿 前渡資金出納簿（平成27年度） 宮崎学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 宮崎学習センター 宮崎学習センター事務長 廃棄
2016 宮崎学習センター 会計 前渡資金出納簿 前渡資金出納簿（平成28年度） 宮崎学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 宮崎学習センター 宮崎学習センター事務長 廃棄
2017 宮崎学習センター 会計 前渡資金出納簿 前渡資金出納簿（平成29年度） 宮崎学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 宮崎学習センター 宮崎学習センター事務長 廃棄
2018 宮崎学習センター 会計 前渡資金出納簿 前渡資金出納簿（平成30年度） 宮崎学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 宮崎学習センター 宮崎学習センター事務長 廃棄
2019 宮崎学習センター 会計 前渡資金出納簿 前渡資金出納簿（令和元年度） 宮崎学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 宮崎学習センター 宮崎学習センター事務長 廃棄
2010 宮崎学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等受払簿（平成22年度） 宮崎学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 宮崎学習センター 宮崎学習センター事務長 廃棄
2011 宮崎学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等受払簿（平成23年度） 宮崎学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 宮崎学習センター 宮崎学習センター事務長 廃棄
2012 宮崎学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等受払簿（平成24年度） 宮崎学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 宮崎学習センター 宮崎学習センター事務長 廃棄
2013 宮崎学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等受払簿（平成25年度） 宮崎学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 宮崎学習センター 宮崎学習センター事務長 廃棄
2014 宮崎学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等受払簿（平成26年度） 宮崎学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 宮崎学習センター 宮崎学習センター事務長 廃棄
2015 宮崎学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等受払簿（平成27年度） 宮崎学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 宮崎学習センター 宮崎学習センター事務長 廃棄
2016 宮崎学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等受払簿（平成28年度） 宮崎学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 宮崎学習センター 宮崎学習センター事務長 廃棄
2017 宮崎学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等受払簿（平成29年度） 宮崎学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 宮崎学習センター 宮崎学習センター事務長 廃棄
2018 宮崎学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等受払簿（平成30年度） 宮崎学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 宮崎学習センター 宮崎学習センター事務長 廃棄
2019 宮崎学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等受払簿（令和元年度） 宮崎学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 宮崎学習センター 宮崎学習センター事務長 廃棄
2010 宮崎学習センター 会計 宅配料等請求関係 宅配料等請求関係（平成22年度） 宮崎学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 宮崎学習センター 宮崎学習センター事務長 廃棄
2011 宮崎学習センター 会計 宅配料等請求関係 宅配料等請求関係（平成23年度） 宮崎学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 宮崎学習センター 宮崎学習センター事務長 廃棄
2012 宮崎学習センター 会計 宅配料等請求関係 宅配料等請求関係（平成24年度） 宮崎学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 宮崎学習センター 宮崎学習センター事務長 廃棄
2013 宮崎学習センター 会計 宅配料等請求関係 宅配料等請求関係（平成25年度） 宮崎学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 宮崎学習センター 宮崎学習センター事務長 廃棄
2014 宮崎学習センター 会計 宅配料等請求関係 宅配料等請求関係（平成26年度） 宮崎学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 宮崎学習センター 宮崎学習センター事務長 廃棄
2015 宮崎学習センター 会計 宅配料等請求関係 宅配料等請求関係（平成27年度） 宮崎学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 宮崎学習センター 宮崎学習センター事務長 廃棄
2016 宮崎学習センター 会計 宅配料等請求関係 宅配料等請求関係（平成28年度） 宮崎学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 宮崎学習センター 宮崎学習センター事務長 廃棄
2017 宮崎学習センター 会計 宅配料等請求関係 宅配料等請求関係（平成29年度） 宮崎学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 宮崎学習センター 宮崎学習センター事務長 廃棄
2018 宮崎学習センター 会計 宅配料等請求関係 宅配料等請求関係（平成30年度） 宮崎学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 宮崎学習センター 宮崎学習センター事務長 廃棄
2019 宮崎学習センター 会計 宅配料等請求関係 宅配料等請求関係（令和元年度） 宮崎学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 宮崎学習センター 宮崎学習センター事務長 廃棄
2010 宮崎学習センター 会計 光熱水費請求関係 光熱水費請求関係（平成22年度） 宮崎学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 宮崎学習センター 宮崎学習センター事務長 廃棄
2011 宮崎学習センター 会計 光熱水費請求関係 光熱水費請求関係（平成23年度） 宮崎学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 宮崎学習センター 宮崎学習センター事務長 廃棄
2012 宮崎学習センター 会計 光熱水費請求関係 光熱水費請求関係（平成24年度） 宮崎学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 宮崎学習センター 宮崎学習センター事務長 廃棄
2013 宮崎学習センター 会計 光熱水費請求関係 光熱水費請求関係（平成25年度） 宮崎学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 宮崎学習センター 宮崎学習センター事務長 廃棄
2014 宮崎学習センター 会計 光熱水費請求関係 光熱水費請求関係（平成26年度） 宮崎学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 宮崎学習センター 宮崎学習センター事務長 廃棄
2015 宮崎学習センター 会計 光熱水費請求関係 光熱水費請求関係（平成27年度） 宮崎学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 宮崎学習センター 宮崎学習センター事務長 廃棄
2016 宮崎学習センター 会計 光熱水費請求関係 光熱水費請求関係（平成28年度） 宮崎学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 宮崎学習センター 宮崎学習センター事務長 廃棄
2017 宮崎学習センター 会計 光熱水費請求関係 光熱水費請求関係（平成29年度） 宮崎学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 宮崎学習センター 宮崎学習センター事務長 廃棄
2018 宮崎学習センター 会計 光熱水費請求関係 光熱水費請求関係（平成30年度） 宮崎学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 宮崎学習センター 宮崎学習センター事務長 廃棄
2019 宮崎学習センター 会計 光熱水費請求関係 光熱水費請求関係（令和元年度） 宮崎学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 宮崎学習センター 宮崎学習センター事務長 廃棄
2010 宮崎学習センター 会計 現金払込仕訳書 現金払込仕訳書（平成22年度） 宮崎学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 宮崎学習センター 宮崎学習センター事務長 廃棄
2011 宮崎学習センター 会計 現金払込仕訳書 現金払込仕訳書（平成23年度） 宮崎学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 宮崎学習センター 宮崎学習センター事務長 廃棄
2012 宮崎学習センター 会計 現金払込仕訳書 現金払込仕訳書（平成24年度） 宮崎学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 宮崎学習センター 宮崎学習センター事務長 廃棄
2013 宮崎学習センター 会計 現金払込仕訳書 現金払込仕訳書（平成25年度） 宮崎学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 宮崎学習センター 宮崎学習センター事務長 廃棄
2014 宮崎学習センター 会計 現金払込仕訳書 現金払込仕訳書（平成26年度） 宮崎学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 宮崎学習センター 宮崎学習センター事務長 廃棄
2015 宮崎学習センター 会計 現金払込仕訳書 現金払込仕訳書（平成27年度） 宮崎学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 宮崎学習センター 宮崎学習センター事務長 廃棄
2016 宮崎学習センター 会計 現金払込仕訳書 現金払込仕訳書（平成28年度） 宮崎学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 宮崎学習センター 宮崎学習センター事務長 廃棄
2017 宮崎学習センター 会計 現金払込仕訳書 現金払込仕訳書（平成29年度） 宮崎学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 宮崎学習センター 宮崎学習センター事務長 廃棄
2018 宮崎学習センター 会計 現金払込仕訳書 現金払込仕訳書（平成30年度） 宮崎学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 宮崎学習センター 宮崎学習センター事務長 廃棄
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2019 宮崎学習センター 会計 現金払込仕訳書 現金払込仕訳書（令和元年度） 宮崎学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 宮崎学習センター 宮崎学習センター事務長 廃棄
2010 宮崎学習センター 会計 契約書 契約書（平成22年度） 宮崎学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 宮崎学習センター 宮崎学習センター事務長 廃棄
2011 宮崎学習センター 会計 契約書 契約書（平成23年度） 宮崎学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 宮崎学習センター 宮崎学習センター事務長 廃棄
2012 宮崎学習センター 会計 契約書 契約書（平成24年度） 宮崎学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 宮崎学習センター 宮崎学習センター事務長 廃棄
2013 宮崎学習センター 会計 契約書 契約書（平成25年度） 宮崎学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 宮崎学習センター 宮崎学習センター事務長 廃棄
2014 宮崎学習センター 会計 契約書 契約書（平成26年度） 宮崎学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 宮崎学習センター 宮崎学習センター事務長 廃棄
2015 宮崎学習センター 会計 契約書 契約書（平成27年度） 宮崎学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 宮崎学習センター 宮崎学習センター事務長 廃棄
2016 宮崎学習センター 会計 契約書 契約書（平成28年度） 宮崎学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 宮崎学習センター 宮崎学習センター事務長 廃棄
2017 宮崎学習センター 会計 契約書 契約書（平成29年度） 宮崎学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 宮崎学習センター 宮崎学習センター事務長 廃棄
2018 宮崎学習センター 会計 契約書 契約書（平成30年度） 宮崎学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 宮崎学習センター 宮崎学習センター事務長 廃棄
2019 宮崎学習センター 会計 契約書 契約書（令和元年度） 宮崎学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 宮崎学習センター 宮崎学習センター事務長 廃棄
2017 宮崎学習センター 施設 消防用設備等点検結果報告書 消防用設備等点検結果報告書（平成29年度） 宮崎学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 宮崎学習センター 宮崎学習センター事務長 廃棄
2018 宮崎学習センター 施設 消防用設備等点検結果報告書 消防用設備等点検結果報告書（平成30年度） 宮崎学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 宮崎学習センター 宮崎学習センター事務長 廃棄
2019 宮崎学習センター 施設 消防用設備等点検結果報告書 消防用設備等点検結果報告書（令和元年度） 宮崎学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 宮崎学習センター 宮崎学習センター事務長 廃棄
2008 鹿児島学習センター 式典 周年式典 周年式典 鹿児島学習センター事務長 2009/4/1 無期限 紙 鹿児島学習センター 鹿児島学習センター事務長 廃棄
2018 鹿児島学習センター 式典 周年式典 周年式典 鹿児島学習センター事務長 2019/4/1 無期限 紙 鹿児島学習センター 鹿児島学習センター事務長 廃棄
1998 鹿児島学習センター 式典 鹿児島学習センター開所式 鹿児島学習センター開所式 鹿児島学習センター事務長 1999/4/1 無期限 紙 鹿児島学習センター 鹿児島学習センター事務長 廃棄
2010 鹿児島学習センター 式典 入学者の集い 卒業証書・学位記授与（伝達）式 入学者の集い（平成22年度） 鹿児島学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 鹿児島学習センター 鹿児島学習センター事務長 廃棄
2011 鹿児島学習センター 式典 入学者の集い 卒業証書・学位記授与（伝達）式 入学者の集い（平成23年度） 鹿児島学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 鹿児島学習センター 鹿児島学習センター事務長 廃棄
2012 鹿児島学習センター 式典 入学者の集い 卒業証書・学位記授与（伝達）式 入学者の集い（平成24年度） 鹿児島学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 鹿児島学習センター 鹿児島学習センター事務長 廃棄
2013 鹿児島学習センター 式典 入学者の集い 卒業証書・学位記授与（伝達）式 入学者の集い（平成25年度） 鹿児島学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 鹿児島学習センター 鹿児島学習センター事務長 廃棄
2014 鹿児島学習センター 式典 入学者の集い 卒業証書・学位記授与（伝達）式 入学者の集い（平成26年度） 鹿児島学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 鹿児島学習センター 鹿児島学習センター事務長 廃棄
2015 鹿児島学習センター 式典 入学者の集い 卒業証書・学位記授与（伝達）式 入学者の集い（平成27年度） 鹿児島学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 鹿児島学習センター 鹿児島学習センター事務長 廃棄
2016 鹿児島学習センター 式典 入学者の集い 卒業証書・学位記授与（伝達）式 入学者の集い（平成28年度） 鹿児島学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 鹿児島学習センター 鹿児島学習センター事務長 廃棄
2017 鹿児島学習センター 式典 入学者の集い 卒業証書・学位記授与（伝達）式 入学者の集い（平成29年度） 鹿児島学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 鹿児島学習センター 鹿児島学習センター事務長 廃棄
2018 鹿児島学習センター 式典 入学者の集い 卒業証書・学位記授与（伝達）式 入学者の集い（平成30年度） 鹿児島学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 鹿児島学習センター 鹿児島学習センター事務長 廃棄
2019 鹿児島学習センター 式典 入学者の集い 卒業証書・学位記授与（伝達）式 入学者の集い（2020年度） 鹿児島学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 鹿児島学習センター 鹿児島学習センター事務長 廃棄
2015 鹿児島学習センター 広報 広報活動 広報活動（平成２７年度） 鹿児島学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 鹿児島学習センター 鹿児島学習センター事務長 廃棄
2016 鹿児島学習センター 広報 広報活動 広報活動（平成２８年度） 鹿児島学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 鹿児島学習センター 鹿児島学習センター事務長 廃棄
2017 鹿児島学習センター 広報 広報活動 広報活動（平成２９年度） 鹿児島学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 鹿児島学習センター 鹿児島学習センター事務長 廃棄
2018 鹿児島学習センター 広報 広報活動 広報活動（平成３０年度） 鹿児島学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 鹿児島学習センター 鹿児島学習センター事務長 廃棄
2019 鹿児島学習センター 広報 広報活動 広報活動（2020年度） 鹿児島学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 鹿児島学習センター 鹿児島学習センター事務長 廃棄
2015 鹿児島学習センター 広報 機関紙「かいこうず」 機関誌「かいこうず」（平成２７年度） 鹿児島学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 鹿児島学習センター 鹿児島学習センター事務長 廃棄
2016 鹿児島学習センター 広報 機関紙「かいこうず」 機関誌「かいこうず」（平成２８年度） 鹿児島学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 鹿児島学習センター 鹿児島学習センター事務長 廃棄
2017 鹿児島学習センター 広報 機関紙「かいこうず」 機関誌「かいこうず」（平成２９年度） 鹿児島学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 鹿児島学習センター 鹿児島学習センター事務長 廃棄
2018 鹿児島学習センター 広報 機関紙「かいこうず」 機関誌「かいこうず」（平成３０年度） 鹿児島学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 鹿児島学習センター 鹿児島学習センター事務長 廃棄
2019 鹿児島学習センター 広報 機関紙「かいこうず」 機関誌「かいこうず」（2020年度） 鹿児島学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 鹿児島学習センター 鹿児島学習センター事務長 廃棄
2010 鹿児島学習センター 庶務 出張復命書 出張復命書（平成２２年度） 鹿児島学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 鹿児島学習センター 鹿児島学習センター事務長 廃棄
2011 鹿児島学習センター 庶務 出張復命書 出張復命書（平成２３年度） 鹿児島学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 鹿児島学習センター 鹿児島学習センター事務長 廃棄
2012 鹿児島学習センター 庶務 出張復命書 出張復命書（平成２４年度） 鹿児島学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 鹿児島学習センター 鹿児島学習センター事務長 廃棄
2013 鹿児島学習センター 庶務 出張復命書 出張復命書（平成２５年度） 鹿児島学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 鹿児島学習センター 鹿児島学習センター事務長 廃棄
2014 鹿児島学習センター 庶務 出張復命書 出張復命書（平成２６年度） 鹿児島学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 鹿児島学習センター 鹿児島学習センター事務長 廃棄
2015 鹿児島学習センター 庶務 出張復命書 出張復命書（平成２７年度） 鹿児島学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 鹿児島学習センター 鹿児島学習センター事務長 廃棄
2016 鹿児島学習センター 庶務 出張復命書 出張復命書（平成２８年度） 鹿児島学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 鹿児島学習センター 鹿児島学習センター事務長 廃棄
2017 鹿児島学習センター 庶務 出張復命書 出張復命書（平成２９年度） 鹿児島学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 鹿児島学習センター 鹿児島学習センター事務長 廃棄
2018 鹿児島学習センター 庶務 出張復命書 出張復命書（平成３０年度） 鹿児島学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 鹿児島学習センター 鹿児島学習センター事務長 廃棄
2019 鹿児島学習センター 庶務 出張復命書 出張復命書（2020年度） 鹿児島学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 鹿児島学習センター 鹿児島学習センター事務長 廃棄
2015 鹿児島学習センター 庶務 学習センター利用の手引き 学習センター利用の手引き（平成２７年度） 鹿児島学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 鹿児島学習センター 鹿児島学習センター事務長 廃棄
2016 鹿児島学習センター 庶務 学習センター利用の手引き 学習センター利用の手引き（平成２８年度） 鹿児島学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 鹿児島学習センター 鹿児島学習センター事務長 廃棄
2017 鹿児島学習センター 庶務 学習センター利用の手引き 学習センター利用の手引き（平成２９年度） 鹿児島学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 鹿児島学習センター 鹿児島学習センター事務長 廃棄
2018 鹿児島学習センター 庶務 学習センター利用の手引き 学習センター利用の手引き（平成３０年度） 鹿児島学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 鹿児島学習センター 鹿児島学習センター事務長 廃棄
2019 鹿児島学習センター 庶務 学習センター利用の手引き 学習センター利用の手引き（2020年度） 鹿児島学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 鹿児島学習センター 鹿児島学習センター事務長 廃棄
2010 鹿児島学習センター 庶務 旅行命令簿 旅行命令簿（平成２２年度） 鹿児島学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 鹿児島学習センター 鹿児島学習センター事務長 廃棄
2011 鹿児島学習センター 庶務 旅行命令簿 旅行命令簿（平成２３年度） 鹿児島学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 鹿児島学習センター 鹿児島学習センター事務長 廃棄
2012 鹿児島学習センター 庶務 旅行命令簿 旅行命令簿（平成２４年度） 鹿児島学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 鹿児島学習センター 鹿児島学習センター事務長 廃棄
2013 鹿児島学習センター 庶務 旅行命令簿 旅行命令簿（平成２５年度） 鹿児島学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 鹿児島学習センター 鹿児島学習センター事務長 廃棄
2014 鹿児島学習センター 庶務 旅行命令簿 旅行命令簿（平成２６年度） 鹿児島学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 鹿児島学習センター 鹿児島学習センター事務長 廃棄
2015 鹿児島学習センター 庶務 旅行命令簿 旅行命令簿（平成２７年度） 鹿児島学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 鹿児島学習センター 鹿児島学習センター事務長 廃棄
2016 鹿児島学習センター 庶務 旅行命令簿 平成28年度旅行命令簿 鹿児島学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 鹿児島学習センター 鹿児島学習センター事務長 廃棄
2017 鹿児島学習センター 庶務 旅行命令簿 平成29年度旅行命令簿 鹿児島学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 鹿児島学習センター 鹿児島学習センター事務長 廃棄
2018 鹿児島学習センター 庶務 旅行命令簿 平成30年度旅行命令簿 鹿児島学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 鹿児島学習センター 鹿児島学習センター事務長 廃棄
2019 鹿児島学習センター 庶務 旅行命令簿 （2020年度）旅行命令簿 鹿児島学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 鹿児島学習センター 鹿児島学習センター事務長 廃棄
2017 鹿児島学習センター 職員 出勤簿 平成29年度出勤簿 鹿児島学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 鹿児島学習センター 鹿児島学習センター事務長 廃棄
2018 鹿児島学習センター 職員 出勤簿 平成30年度出勤簿 鹿児島学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 鹿児島学習センター 鹿児島学習センター事務長 廃棄
2019 鹿児島学習センター 職員 出勤簿 （2020年度）出勤簿 鹿児島学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 鹿児島学習センター 鹿児島学習センター事務長 廃棄
2017 鹿児島学習センター 職員 超過勤務命令簿 超過勤務命令簿（平成２９年度） 鹿児島学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 鹿児島学習センター 鹿児島学習センター事務長 廃棄
2018 鹿児島学習センター 職員 超過勤務命令簿 超過勤務命令簿（平成３０年度） 鹿児島学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 鹿児島学習センター 鹿児島学習センター事務長 廃棄
2019 鹿児島学習センター 職員 超過勤務命令簿 超過勤務命令簿（2020年度） 鹿児島学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 鹿児島学習センター 鹿児島学習センター事務長 廃棄
2017 鹿児島学習センター 職員 勤務状況報告書 勤務状況報告書（平成２９年度） 鹿児島学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 鹿児島学習センター 鹿児島学習センター事務長 廃棄
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2018 鹿児島学習センター 職員 勤務状況報告書 勤務状況報告書（平成３０年度） 鹿児島学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 鹿児島学習センター 鹿児島学習センター事務長 廃棄
2019 鹿児島学習センター 職員 勤務状況報告書 勤務状況報告書（2020年度） 鹿児島学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 鹿児島学習センター 鹿児島学習センター事務長 廃棄
2017 鹿児島学習センター 職員 週休日及び勤務時間時間割振 平成29年度勤務時間割振簿 鹿児島学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 鹿児島学習センター 鹿児島学習センター事務長 廃棄
2018 鹿児島学習センター 職員 週休日及び勤務時間時間割振 平成30年度勤務時間割振簿 鹿児島学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 鹿児島学習センター 鹿児島学習センター事務長 廃棄
2019 鹿児島学習センター 職員 週休日及び勤務時間時間割振 （2020年度）勤務時間割振簿 鹿児島学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 鹿児島学習センター 鹿児島学習センター事務長 廃棄
2017 鹿児島学習センター 職員 通勤手当 通勤手当（平成２９年度） 鹿児島学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 鹿児島学習センター 鹿児島学習センター事務長 廃棄
2018 鹿児島学習センター 職員 通勤手当 通勤手当（平成３０年度） 鹿児島学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 鹿児島学習センター 鹿児島学習センター事務長 廃棄
2019 鹿児島学習センター 職員 通勤手当 通勤手当（2020年度） 鹿児島学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 鹿児島学習センター 鹿児島学習センター事務長 廃棄
2017 鹿児島学習センター 職員 扶養手当 扶養手当（平成２９年度） 鹿児島学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 鹿児島学習センター 鹿児島学習センター事務長 廃棄
2018 鹿児島学習センター 職員 扶養手当 扶養手当（平成３０年度） 鹿児島学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 鹿児島学習センター 鹿児島学習センター事務長 廃棄
2019 鹿児島学習センター 職員 扶養手当 扶養手当（2020年度） 鹿児島学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 鹿児島学習センター 鹿児島学習センター事務長 廃棄
2017 鹿児島学習センター 職員 住居手当 住居手当（平成２９年度） 鹿児島学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 鹿児島学習センター 鹿児島学習センター事務長 廃棄
2018 鹿児島学習センター 職員 住居手当 住居手当（平成３０年度） 鹿児島学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 鹿児島学習センター 鹿児島学習センター事務長 廃棄
2019 鹿児島学習センター 職員 住居手当 住居手当（2020年度） 鹿児島学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 鹿児島学習センター 鹿児島学習センター事務長 廃棄
2017 鹿児島学習センター 職員 福利厚生関係書類 福利厚生関係書類（平成２９年度） 鹿児島学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 鹿児島学習センター 鹿児島学習センター事務長 廃棄
2018 鹿児島学習センター 職員 福利厚生関係書類 福利厚生関係書類（平成３０年度） 鹿児島学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 鹿児島学習センター 鹿児島学習センター事務長 廃棄
2019 鹿児島学習センター 職員 福利厚生関係書類 福利厚生関係書類（2020年度） 鹿児島学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 鹿児島学習センター 鹿児島学習センター事務長 廃棄
2015 鹿児島学習センター 職員 年末調整 年末調整（平成２７年度） 鹿児島学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 鹿児島学習センター 鹿児島学習センター事務長 廃棄
2016 鹿児島学習センター 職員 年末調整 年末調整（平成２８年度） 鹿児島学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 鹿児島学習センター 鹿児島学習センター事務長 廃棄
2017 鹿児島学習センター 職員 年末調整 年末調整（平成２９年度） 鹿児島学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 鹿児島学習センター 鹿児島学習センター事務長 廃棄
2018 鹿児島学習センター 職員 年末調整 年末調整（平成３０年度） 鹿児島学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 鹿児島学習センター 鹿児島学習センター事務長 廃棄
2019 鹿児島学習センター 職員 年末調整 年末調整（2020年度） 鹿児島学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 鹿児島学習センター 鹿児島学習センター事務長 廃棄
2015 鹿児島学習センター 面接授業 面接授業 面接授業（平成２７年度） 鹿児島学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 鹿児島学習センター 鹿児島学習センター事務長 廃棄
2016 鹿児島学習センター 面接授業 面接授業 面接授業（平成２８年度） 鹿児島学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 鹿児島学習センター 鹿児島学習センター事務長 廃棄
2017 鹿児島学習センター 面接授業 面接授業 面接授業（平成２９年度） 鹿児島学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 鹿児島学習センター 鹿児島学習センター事務長 廃棄
2018 鹿児島学習センター 面接授業 面接授業 面接授業（平成３０年度） 鹿児島学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 鹿児島学習センター 鹿児島学習センター事務長 廃棄
2019 鹿児島学習センター 面接授業 面接授業 面接授業（2020年度） 鹿児島学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 鹿児島学習センター 鹿児島学習センター事務長 廃棄
2015 鹿児島学習センター 学生関係 学生団体 平成27年度学生団体 鹿児島学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 鹿児島学習センター 鹿児島学習センター事務長 廃棄
2016 鹿児島学習センター 学生関係 学生団体 平成28年度学生団体 鹿児島学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 鹿児島学習センター 鹿児島学習センター事務長 廃棄
2017 鹿児島学習センター 学生関係 学生団体 平成29年度学生団体 鹿児島学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 鹿児島学習センター 鹿児島学習センター事務長 廃棄
2018 鹿児島学習センター 学生関係 学生団体 平成30年度学生団体 鹿児島学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 鹿児島学習センター 鹿児島学習センター事務長 廃棄
2019 鹿児島学習センター 学生関係 学生団体 （2020年度）学生団体 鹿児島学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 鹿児島学習センター 鹿児島学習センター事務長 廃棄
2015 鹿児島学習センター 学生関係 学生研修旅行 学習研修旅行（平成２７年度） 鹿児島学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 鹿児島学習センター 鹿児島学習センター事務長 廃棄
2016 鹿児島学習センター 学生関係 学生研修旅行 学生研修旅行（平成２８年度） 鹿児島学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 鹿児島学習センター 鹿児島学習センター事務長 廃棄
2017 鹿児島学習センター 学生関係 学生研修旅行 学生研修旅行（平成２９年度） 鹿児島学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 鹿児島学習センター 鹿児島学習センター事務長 廃棄
2018 鹿児島学習センター 学生関係 学生研修旅行 学生研修旅行（平成３０年度） 鹿児島学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 鹿児島学習センター 鹿児島学習センター事務長 廃棄
2019 鹿児島学習センター 学生関係 学生研修旅行 学生研修旅行（2020年度） 鹿児島学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 鹿児島学習センター 鹿児島学習センター事務長 廃棄
2016 鹿児島学習センター 学生関係 その他学生関係 平成28年度その他学生関係 鹿児島学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 鹿児島学習センター 鹿児島学習センター事務長 廃棄
2017 鹿児島学習センター 学生関係 その他学生関係 平成29年度その他学生関係 鹿児島学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 鹿児島学習センター 鹿児島学習センター事務長 廃棄
2018 鹿児島学習センター 学生関係 その他学生関係 平成30年度その他学生関係 鹿児島学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 鹿児島学習センター 鹿児島学習センター事務長 廃棄
2019 鹿児島学習センター 学生関係 その他学生関係 （2020年度）その他学生関係 鹿児島学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 鹿児島学習センター 鹿児島学習センター事務長 廃棄
2015 鹿児島学習センター 学生関係 奨学金関係 平成27年度奨学金関係 鹿児島学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 鹿児島学習センター 鹿児島学習センター事務長 廃棄
2016 鹿児島学習センター 学生関係 奨学金関係 平成28年度奨学金関係 鹿児島学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 鹿児島学習センター 鹿児島学習センター事務長 廃棄
2017 鹿児島学習センター 学生関係 奨学金関係 平成29年度奨学金関係 鹿児島学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 鹿児島学習センター 鹿児島学習センター事務長 廃棄
2018 鹿児島学習センター 学生関係 奨学金関係 平成30年度奨学金関係 鹿児島学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 鹿児島学習センター 鹿児島学習センター事務長 廃棄
2019 鹿児島学習センター 学生関係 奨学金関係 （2020年度）奨学金関係 鹿児島学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 鹿児島学習センター 鹿児島学習センター事務長 廃棄
2017 鹿児島学習センター 証明書 卒業証明書・交付願 卒業証明書・交付願（平成２９年度） 鹿児島学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 鹿児島学習センター 鹿児島学習センター事務長 廃棄
2018 鹿児島学習センター 証明書 卒業証明書・交付願 卒業証明書・交付願（平成３０年度） 鹿児島学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 鹿児島学習センター 鹿児島学習センター事務長 廃棄
2019 鹿児島学習センター 証明書 卒業証明書・交付願 卒業証明書・交付願（2020年度） 鹿児島学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 鹿児島学習センター 鹿児島学習センター事務長 廃棄
2017 鹿児島学習センター 証明書 在学証明書・交付願 在学証明書・交付願（平成２９年度） 鹿児島学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 鹿児島学習センター 鹿児島学習センター事務長 廃棄
2018 鹿児島学習センター 証明書 在学証明書・交付願 在学証明書・交付願（平成３０年度） 鹿児島学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 鹿児島学習センター 鹿児島学習センター事務長 廃棄
2019 鹿児島学習センター 証明書 在学証明書・交付願 在学証明書・交付願（2020年度） 鹿児島学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 鹿児島学習センター 鹿児島学習センター事務長 廃棄
2017 鹿児島学習センター 証明書 教免取得証明書・交付願 教免取得証明書・交付願（平成２９年度） 鹿児島学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 鹿児島学習センター 鹿児島学習センター事務長 廃棄
2018 鹿児島学習センター 証明書 教免取得証明書・交付願 教免取得証明書・交付願（平成３０年度） 鹿児島学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 鹿児島学習センター 鹿児島学習センター事務長 廃棄
2019 鹿児島学習センター 証明書 教免取得証明書・交付願 教免取得証明書・交付願（2020年度） 鹿児島学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 鹿児島学習センター 鹿児島学習センター事務長 廃棄
2017 鹿児島学習センター 証明書 成績・単位修得証明書・交付願 単位在学証明書・交付願（平成２９年度） 鹿児島学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 鹿児島学習センター 鹿児島学習センター事務長 廃棄
2018 鹿児島学習センター 証明書 成績・単位修得証明書・交付願 単位在学証明書・交付願（平成３０年度） 鹿児島学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 鹿児島学習センター 鹿児島学習センター事務長 廃棄
2019 鹿児島学習センター 証明書 成績・単位修得証明書・交付願 単位在学証明書・交付願（2020年度） 鹿児島学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 鹿児島学習センター 鹿児島学習センター事務長 廃棄
2017 鹿児島学習センター 証明書 その他各種証明書・交付願 その他各種証明書・交付願（平成２９年度） 鹿児島学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 鹿児島学習センター 鹿児島学習センター事務長 廃棄
2018 鹿児島学習センター 証明書 その他各種証明書・交付願 その他各種証明書・交付願（平成３０年度） 鹿児島学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 鹿児島学習センター 鹿児島学習センター事務長 廃棄
2019 鹿児島学習センター 証明書 その他各種証明書・交付願 その他各種証明書・交付願（2020年度） 鹿児島学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 鹿児島学習センター 鹿児島学習センター事務長 廃棄
2017 鹿児島学習センター 証明書 学生旅客運賃割引書 平成29年度学割証発行台帳 鹿児島学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 鹿児島学習センター 鹿児島学習センター事務長 廃棄
2018 鹿児島学習センター 証明書 学生旅客運賃割引書 平成30年度学割証発行台帳 鹿児島学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 鹿児島学習センター 鹿児島学習センター事務長 廃棄
2019 鹿児島学習センター 証明書 学生旅客運賃割引書 （2020年度）学割証発行台帳 鹿児島学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 鹿児島学習センター 鹿児島学習センター事務長 廃棄
2015 鹿児島学習センター 入試 大学院入学試験 大学院入学試験（平成２７年度） 鹿児島学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 鹿児島学習センター 鹿児島学習センター事務長 廃棄
2016 鹿児島学習センター 入試 大学院入学試験 大学院入学試験（平成２８年度） 鹿児島学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 鹿児島学習センター 鹿児島学習センター事務長 廃棄
2017 鹿児島学習センター 入試 大学院入学試験 大学院入学試験（平成２９年度） 鹿児島学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 鹿児島学習センター 鹿児島学習センター事務長 廃棄
2018 鹿児島学習センター 入試 大学院入学試験 大学院入学試験（平成３０年度） 鹿児島学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 鹿児島学習センター 鹿児島学習センター事務長 廃棄
2019 鹿児島学習センター 入試 大学院入学試験 大学院入学試験（2020年度） 鹿児島学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 鹿児島学習センター 鹿児島学習センター事務長 廃棄
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2015 鹿児島学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験 単位認定試験（平成２７年度） 鹿児島学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 鹿児島学習センター 鹿児島学習センター事務長 廃棄
2016 鹿児島学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験 単位認定試験（平成２８年度） 鹿児島学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 鹿児島学習センター 鹿児島学習センター事務長 廃棄
2017 鹿児島学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験 単位認定試験（平成２９年度） 鹿児島学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 鹿児島学習センター 鹿児島学習センター事務長 廃棄
2018 鹿児島学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験 単位認定試験（平成３０年度） 鹿児島学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 鹿児島学習センター 鹿児島学習センター事務長 廃棄
2019 鹿児島学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験 単位認定試験（2020年度） 鹿児島学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 鹿児島学習センター 鹿児島学習センター事務長 廃棄
2015 鹿児島学習センター 単位認定試験関係 編入学・既修得単位認定試験 編入学・既習得単位認定試験（平成２７年度） 鹿児島学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 鹿児島学習センター 鹿児島学習センター事務長 廃棄
2016 鹿児島学習センター 単位認定試験関係 編入学・既修得単位認定試験 編入学・既修得単位認定試験（平成２８年度） 鹿児島学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 鹿児島学習センター 鹿児島学習センター事務長 廃棄
2017 鹿児島学習センター 単位認定試験関係 編入学・既修得単位認定試験 編入学・既修得単位認定試験（平成２９年度） 鹿児島学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 鹿児島学習センター 鹿児島学習センター事務長 廃棄
2018 鹿児島学習センター 単位認定試験関係 編入学・既修得単位認定試験 編入学・既修得単位認定試験（平成３０年度） 鹿児島学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 鹿児島学習センター 鹿児島学習センター事務長 廃棄
2010 鹿児島学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等受払簿（平成２２年度） 鹿児島学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 鹿児島学習センター 鹿児島学習センター事務長 廃棄
2011 鹿児島学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等受払簿（平成２３年度） 鹿児島学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 鹿児島学習センター 鹿児島学習センター事務長 廃棄
2012 鹿児島学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等受払簿（平成２４年度） 鹿児島学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 鹿児島学習センター 鹿児島学習センター事務長 廃棄
2013 鹿児島学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等受払簿（平成２５年度） 鹿児島学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 鹿児島学習センター 鹿児島学習センター事務長 廃棄
2014 鹿児島学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等受払簿（平成２６年度） 鹿児島学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 鹿児島学習センター 鹿児島学習センター事務長 廃棄
2015 鹿児島学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等受払簿（平成２７年度） 鹿児島学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 鹿児島学習センター 鹿児島学習センター事務長 廃棄
2016 鹿児島学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等受払簿（平成２８年度） 鹿児島学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 鹿児島学習センター 鹿児島学習センター事務長 廃棄
2017 鹿児島学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等受払簿（平成２９年度） 鹿児島学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 鹿児島学習センター 鹿児島学習センター事務長 廃棄
2018 鹿児島学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等受払簿（平成３０年度） 鹿児島学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 鹿児島学習センター 鹿児島学習センター事務長 廃棄
2019 鹿児島学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等受払簿（2020年度） 鹿児島学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 鹿児島学習センター 鹿児島学習センター事務長 廃棄
2010 鹿児島学習センター 会計 予算示達書 予算示達書（平成２２年度） 鹿児島学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 鹿児島学習センター 鹿児島学習センター事務長 廃棄
2011 鹿児島学習センター 会計 予算示達書 予算示達書（平成２３年度） 鹿児島学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 鹿児島学習センター 鹿児島学習センター事務長 廃棄
2012 鹿児島学習センター 会計 予算示達書 予算示達書（平成２４年度） 鹿児島学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 鹿児島学習センター 鹿児島学習センター事務長 廃棄
2013 鹿児島学習センター 会計 予算示達書 予算示達書（平成２５年度） 鹿児島学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 鹿児島学習センター 鹿児島学習センター事務長 廃棄
2014 鹿児島学習センター 会計 予算示達書 予算示達書（平成２６年度） 鹿児島学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 鹿児島学習センター 鹿児島学習センター事務長 廃棄
2015 鹿児島学習センター 会計 予算示達書 予算示達書（平成２７年度） 鹿児島学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 鹿児島学習センター 鹿児島学習センター事務長 廃棄
2016 鹿児島学習センター 会計 予算示達書 予算示達書（平成２８年度） 鹿児島学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 鹿児島学習センター 鹿児島学習センター事務長 廃棄
2017 鹿児島学習センター 会計 予算示達書 予算示達書（平成２９年度） 鹿児島学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 鹿児島学習センター 鹿児島学習センター事務長 廃棄
2018 鹿児島学習センター 会計 予算示達書 予算示達書（平成３０年度） 鹿児島学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 鹿児島学習センター 鹿児島学習センター事務長 廃棄
2019 鹿児島学習センター 会計 予算示達書 予算示達書（2020年度） 鹿児島学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 鹿児島学習センター 鹿児島学習センター事務長 廃棄
2010 鹿児島学習センター 会計 予算執行計画書 予算執行計画書（平成２２年度） 鹿児島学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 鹿児島学習センター 鹿児島学習センター事務長 廃棄
2011 鹿児島学習センター 会計 予算執行計画書 予算執行計画書（平成２３年度） 鹿児島学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 鹿児島学習センター 鹿児島学習センター事務長 廃棄
2012 鹿児島学習センター 会計 予算執行計画書 予算執行計画書（平成２４年度） 鹿児島学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 鹿児島学習センター 鹿児島学習センター事務長 廃棄
2013 鹿児島学習センター 会計 予算執行計画書 予算執行計画書（平成２５年度） 鹿児島学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 鹿児島学習センター 鹿児島学習センター事務長 廃棄
2014 鹿児島学習センター 会計 予算執行計画書 予算執行計画書（平成２６年度） 鹿児島学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 鹿児島学習センター 鹿児島学習センター事務長 廃棄
2015 鹿児島学習センター 会計 予算執行計画書 予算執行計画書（平成２７年度） 鹿児島学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 鹿児島学習センター 鹿児島学習センター事務長 廃棄
2016 鹿児島学習センター 会計 予算執行計画書 予算執行計画書（平成２８年度） 鹿児島学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 鹿児島学習センター 鹿児島学習センター事務長 廃棄
2017 鹿児島学習センター 会計 予算執行計画書 予算執行計画書（平成２９年度） 鹿児島学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 鹿児島学習センター 鹿児島学習センター事務長 廃棄
2018 鹿児島学習センター 会計 予算執行計画書 予算執行計画書（平成３０年度） 鹿児島学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 鹿児島学習センター 鹿児島学習センター事務長 廃棄
2019 鹿児島学習センター 会計 予算執行計画書 予算執行計画書（2020年度） 鹿児島学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 鹿児島学習センター 鹿児島学習センター事務長 廃棄
2010 鹿児島学習センター 会計 支払伝票 支払伝票（平成２２年度） 鹿児島学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 鹿児島学習センター 鹿児島学習センター事務長 廃棄
2011 鹿児島学習センター 会計 支払伝票 支払伝票（平成２３年度） 鹿児島学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 鹿児島学習センター 鹿児島学習センター事務長 廃棄
2012 鹿児島学習センター 会計 支払伝票 支払伝票（平成２４年度） 鹿児島学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 鹿児島学習センター 鹿児島学習センター事務長 廃棄
2013 鹿児島学習センター 会計 支払伝票 支払伝票（平成２５年度） 鹿児島学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 鹿児島学習センター 鹿児島学習センター事務長 廃棄
2014 鹿児島学習センター 会計 支払伝票 支払伝票（平成２６年度） 鹿児島学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 鹿児島学習センター 鹿児島学習センター事務長 廃棄
2015 鹿児島学習センター 会計 支払伝票 支払伝票（平成２７年度） 鹿児島学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 鹿児島学習センター 鹿児島学習センター事務長 廃棄
2016 鹿児島学習センター 会計 支払伝票 支払伝票（平成２８年度） 鹿児島学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 鹿児島学習センター 鹿児島学習センター事務長 廃棄
2017 鹿児島学習センター 会計 支払伝票 支払伝票（平成２９年度） 鹿児島学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 鹿児島学習センター 鹿児島学習センター事務長 廃棄
2018 鹿児島学習センター 会計 支払伝票 支払伝票（平成３０年度） 鹿児島学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 鹿児島学習センター 鹿児島学習センター事務長 廃棄
2019 鹿児島学習センター 会計 支払伝票 支払伝票（2020年度） 鹿児島学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 鹿児島学習センター 鹿児島学習センター事務長 廃棄
2010 鹿児島学習センター 会計 前渡資金要求書・精算書 前渡資金要求書・精算書（平成２２年度） 鹿児島学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 鹿児島学習センター 鹿児島学習センター事務長 廃棄
2011 鹿児島学習センター 会計 前渡資金要求書・精算書 前渡資金要求書・精算書（平成２３年度） 鹿児島学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 鹿児島学習センター 鹿児島学習センター事務長 廃棄
2010 鹿児島学習センター 会計 支払済額報告書 支払済額報告書（平成２２年度） 鹿児島学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 鹿児島学習センター 鹿児島学習センター事務長 廃棄
2011 鹿児島学習センター 会計 支払済額報告書 支払済額報告書（平成２３年度） 鹿児島学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 鹿児島学習センター 鹿児島学習センター事務長 廃棄
2010 鹿児島学習センター 会計 前渡資金出納簿 前渡資金出納簿（平成２２年度） 鹿児島学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 鹿児島学習センター 鹿児島学習センター事務長 廃棄
2011 鹿児島学習センター 会計 前渡資金出納簿 前渡資金出納簿（平成２３年度） 鹿児島学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 鹿児島学習センター 鹿児島学習センター事務長 廃棄
2012 鹿児島学習センター 会計 前渡資金出納簿 前渡資金出納簿（平成２４年度） 鹿児島学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 鹿児島学習センター 鹿児島学習センター事務長 廃棄
2013 鹿児島学習センター 会計 前渡資金出納簿 前渡資金出納簿（平成２５年度） 鹿児島学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 鹿児島学習センター 鹿児島学習センター事務長 廃棄
2014 鹿児島学習センター 会計 前渡資金出納簿 前渡資金出納簿（平成２６年度） 鹿児島学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 鹿児島学習センター 鹿児島学習センター事務長 廃棄
2015 鹿児島学習センター 会計 前渡資金出納簿 前渡資金出納簿（平成２７年度） 鹿児島学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 鹿児島学習センター 鹿児島学習センター事務長 廃棄
2016 鹿児島学習センター 会計 前渡資金出納簿 前渡資金出納簿（平成２８年度） 鹿児島学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 鹿児島学習センター 鹿児島学習センター事務長 廃棄
2017 鹿児島学習センター 会計 前渡資金出納簿 前渡資金出納簿（平成２９年度） 鹿児島学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 鹿児島学習センター 鹿児島学習センター事務長 廃棄
2018 鹿児島学習センター 会計 前渡資金出納簿 前渡資金出納簿（平成３０年度） 鹿児島学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 鹿児島学習センター 鹿児島学習センター事務長 廃棄
2019 鹿児島学習センター 会計 前渡資金出納簿 前渡資金出納簿（2020年度） 鹿児島学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 鹿児島学習センター 鹿児島学習センター事務長 廃棄
2010 鹿児島学習センター 会計 現金出納簿 現金出納簿（平成２２年度） 鹿児島学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 鹿児島学習センター 鹿児島学習センター事務長 廃棄
2011 鹿児島学習センター 会計 現金出納簿 現金出納簿（平成２３年度） 鹿児島学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 鹿児島学習センター 鹿児島学習センター事務長 廃棄
2012 鹿児島学習センター 会計 現金出納簿 現金出納簿（平成２４年度） 鹿児島学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 鹿児島学習センター 鹿児島学習センター事務長 廃棄
2013 鹿児島学習センター 会計 現金出納簿 現金出納簿（平成２５年度） 鹿児島学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 鹿児島学習センター 鹿児島学習センター事務長 廃棄
2014 鹿児島学習センター 会計 現金出納簿 現金出納簿（平成２６年度） 鹿児島学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 鹿児島学習センター 鹿児島学習センター事務長 廃棄
2015 鹿児島学習センター 会計 現金出納簿 現金出納簿（平成２７年度） 鹿児島学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 鹿児島学習センター 鹿児島学習センター事務長 廃棄
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2016 鹿児島学習センター 会計 現金出納簿 現金出納簿（平成２８年度） 鹿児島学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 鹿児島学習センター 鹿児島学習センター事務長 廃棄
2017 鹿児島学習センター 会計 現金出納簿 現金出納簿（平成２９年度） 鹿児島学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 鹿児島学習センター 鹿児島学習センター事務長 廃棄
2018 鹿児島学習センター 会計 現金出納簿 現金出納簿（平成３０年度） 鹿児島学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 鹿児島学習センター 鹿児島学習センター事務長 廃棄
2019 鹿児島学習センター 会計 現金出納簿 現金出納簿（2020年度） 鹿児島学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 鹿児島学習センター 鹿児島学習センター事務長 廃棄
2010 鹿児島学習センター 会計 出納員・現金払込 出納員・現金払込（平成２２年度） 鹿児島学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 鹿児島学習センター 鹿児島学習センター事務長 廃棄
2011 鹿児島学習センター 会計 出納員・現金払込 出納員・現金払込（平成２３年度） 鹿児島学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 鹿児島学習センター 鹿児島学習センター事務長 廃棄
2012 鹿児島学習センター 会計 出納員・現金払込 出納員・現金払込（平成２４年度） 鹿児島学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 鹿児島学習センター 鹿児島学習センター事務長 廃棄
2013 鹿児島学習センター 会計 出納員・現金払込 出納員・現金払込（平成２５年度） 鹿児島学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 鹿児島学習センター 鹿児島学習センター事務長 廃棄
2014 鹿児島学習センター 会計 出納員・現金払込 出納員・現金払込（平成２６年度） 鹿児島学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 鹿児島学習センター 鹿児島学習センター事務長 廃棄
2015 鹿児島学習センター 会計 出納員・現金払込 出納員・現金払込（平成２７年度） 鹿児島学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 鹿児島学習センター 鹿児島学習センター事務長 廃棄
2016 鹿児島学習センター 会計 出納員・現金払込 出納員・現金払込（平成２８年度） 鹿児島学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 鹿児島学習センター 鹿児島学習センター事務長 廃棄
2017 鹿児島学習センター 会計 出納員・現金払込 出納員・現金払込（平成２９年度） 鹿児島学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 鹿児島学習センター 鹿児島学習センター事務長 廃棄
2018 鹿児島学習センター 会計 出納員・現金払込 出納員・現金払込（平成３０年度） 鹿児島学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 鹿児島学習センター 鹿児島学習センター事務長 廃棄
2019 鹿児島学習センター 会計 出納員・現金払込 出納員・現金払込（2020年度） 鹿児島学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 鹿児島学習センター 鹿児島学習センター事務長 廃棄
2010 沖縄学習センター 式典 開設２０周年記念事業関係 開設２０周年記念事業関係 沖縄学習センター事務長 2011/4/1 無期限 紙 沖縄学習センター 沖縄学習センター事務長 廃棄
2005 沖縄学習センター 広報 15周年記念誌 15周年記念誌 沖縄学習センター事務長 2006/4/1 無期限 紙 事務室 沖縄学習センター事務長 廃棄
2016 沖縄学習センター 広報 センター機関誌『キャンパス・ニライ』 センター機関誌『キャンパス・ニライ』平成6年度～ 沖縄学習センター事務長 2017/4/1 無期限 紙 事務室 沖縄学習センター事務長 廃棄
2010 沖縄学習センター 式典 学位記授与式・入学者の集い 学位記授与式・入学者の集い平成22年度 沖縄学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 沖縄学習センター事務長 廃棄
2011 沖縄学習センター 式典 学位記授与式・入学者の集い 学位記授与式・入学者の集い平成23年度 沖縄学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 沖縄学習センター事務長 廃棄
2012 沖縄学習センター 式典 学位記授与式・入学者の集い 学位記授与式・入学者の集い平成24年度 沖縄学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 沖縄学習センター事務長 廃棄
2013 沖縄学習センター 式典 学位記授与式・入学者の集い 学位記授与式・入学者の集い平成25年度 沖縄学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 沖縄学習センター事務長 廃棄
2014 沖縄学習センター 式典 学位記授与式・入学者の集い 学位記授与式・入学者の集い平成26年度 沖縄学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 沖縄学習センター事務長 廃棄
2015 沖縄学習センター 式典 学位記授与式・入学者の集い 学位記授与式・入学者の集い平成27年度 沖縄学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 沖縄学習センター事務長 廃棄
2016 沖縄学習センター 式典 学位記授与式・入学者の集い 学位記授与式・入学者の集い平成28年度 沖縄学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 沖縄学習センター事務長 廃棄
2017 沖縄学習センター 式典 学位記授与式・入学者の集い 学位記授与式・入学者の集い平成29年度 沖縄学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 事務室 沖縄学習センター事務長 廃棄
2018 沖縄学習センター 式典 学位記授与式・入学者の集い 学位記授与式・入学者の集い平成30年度 沖縄学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 事務室 沖縄学習センター事務長 廃棄
2019 沖縄学習センター 式典 学位記授与式・入学者の集い 学位記授与式・入学者の集い2019年度 沖縄学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 事務室 沖縄学習センター事務長 廃棄
2017 沖縄学習センター 管理運営 危機管理関係 危機管理関係平成29年度 沖縄学習センター事務長 2018/4/1 3年 2022/3/31 紙 事務室 沖縄学習センター事務長 廃棄
2018 沖縄学習センター 管理運営 危機管理関係 危機管理関係平成30年度 沖縄学習センター事務長 2019/4/1 3年 2023/3/31 紙 事務室 沖縄学習センター事務長 廃棄
2019 沖縄学習センター 管理運営 危機管理関係 危機管理関係2019年度 沖縄学習センター事務長 2020/4/1 3年 2024/3/31 紙 事務室 沖縄学習センター事務長 廃棄
2015 沖縄学習センター 人事 任免関係 任免関係平成27年度 沖縄学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 沖縄学習センター事務長 廃棄
2016 沖縄学習センター 人事 任免関係 任免関係平成28年度 沖縄学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 沖縄学習センター事務長 廃棄
2017 沖縄学習センター 人事 任免関係 任免関係平成29年度 沖縄学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務室 沖縄学習センター事務長 廃棄
2018 沖縄学習センター 人事 任免関係 任免関係平成30年度 沖縄学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務室 沖縄学習センター事務長 廃棄
2019 沖縄学習センター 人事 任免関係 任免関係2019年度 沖縄学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務室 沖縄学習センター事務長 廃棄
2015 沖縄学習センター 人事 採用・退職関係 採用・退職関係平成27年度 沖縄学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 沖縄学習センター事務長 廃棄
2016 沖縄学習センター 人事 採用・退職関係 採用・退職関係平成28年度 沖縄学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 沖縄学習センター事務長 廃棄
2017 沖縄学習センター 人事 採用・退職関係 採用・退職関係平成29年度 沖縄学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務室 沖縄学習センター事務長 廃棄
2018 沖縄学習センター 人事 採用・退職関係 採用・退職関係平成30年度 沖縄学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務室 沖縄学習センター事務長 廃棄
2019 沖縄学習センター 人事 採用・退職関係 採用・退職関係2019年度 沖縄学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務室 沖縄学習センター事務長 廃棄
2015 沖縄学習センター 広報 広報関係 広報関係平成27年度 沖縄学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 沖縄学習センター事務長 廃棄
2016 沖縄学習センター 広報 広報関係 広報関係平成28年度 沖縄学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 沖縄学習センター事務長 廃棄
2016 沖縄学習センター 広報 広報関係 広報関係平成29年度 沖縄学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務室 沖縄学習センター事務長 廃棄
2018 沖縄学習センター 広報 広報関係 広報関係平成30年度 沖縄学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務室 沖縄学習センター事務長 廃棄
2019 沖縄学習センター 広報 広報関係 広報関係2019年度 沖縄学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務室 沖縄学習センター事務長 廃棄
2015 沖縄学習センター 広報 公開講演会・フェスティバル関係 公開講演会・フェスティバル関係平成27年度 沖縄学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 沖縄学習センター事務長 廃棄
2016 沖縄学習センター 広報 公開講演会・フェスティバル関係 公開講演会・フェスティバル関係平成28年度 沖縄学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 沖縄学習センター事務長 廃棄
2016 沖縄学習センター 広報 公開講演会・フェスティバル関係 公開講演会・フェスティバル関係平成29年度 沖縄学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務室 沖縄学習センター事務長 廃棄
2018 沖縄学習センター 広報 公開講演会・フェスティバル関係 公開講演会・フェスティバル関係平成30年度 沖縄学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務室 沖縄学習センター事務長 廃棄
2019 沖縄学習センター 広報 公開講演会・フェスティバル関係 公開講演会・フェスティバル関係2019年度 沖縄学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務室 沖縄学習センター事務長 廃棄
2015 沖縄学習センター 庶務 文書処理・発送簿 文書処理・発送簿平成27年度 沖縄学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 沖縄学習センター事務長 廃棄
2016 沖縄学習センター 庶務 文書処理・発送簿 文書処理・発送簿平成28年度 沖縄学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 沖縄学習センター事務長 廃棄
2017 沖縄学習センター 庶務 文書処理・発送簿 文書処理・発送簿平成29年度 沖縄学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務室 沖縄学習センター事務長 廃棄
2018 沖縄学習センター 庶務 文書処理・発送簿 文書処理・発送簿平成30年度 沖縄学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務室 沖縄学習センター事務長 廃棄
2019 沖縄学習センター 庶務 文書処理・発送簿 文書処理・発送簿2019年度 沖縄学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務室 沖縄学習センター事務長 廃棄
2010 沖縄学習センター 庶務 出張命令復命書綴 出張命令復命書綴平成22年度 沖縄学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 沖縄学習センター事務長 廃棄
2011 沖縄学習センター 庶務 出張命令復命書綴 出張命令復命書綴平成23年度 沖縄学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 沖縄学習センター事務長 廃棄
2012 沖縄学習センター 庶務 出張命令復命書綴 出張命令復命書綴平成24年度 沖縄学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 沖縄学習センター事務長 廃棄
2013 沖縄学習センター 庶務 出張命令復命書綴 出張命令復命書綴平成25年度 沖縄学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 沖縄学習センター事務長 廃棄
2014 沖縄学習センター 庶務 出張命令復命書綴 出張命令復命書綴平成26年度 沖縄学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 沖縄学習センター事務長 廃棄
2015 沖縄学習センター 庶務 出張命令復命書綴 出張命令復命書綴平成27年度 沖縄学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 沖縄学習センター事務長 廃棄
2016 沖縄学習センター 庶務 出張命令復命書綴 出張命令復命書綴平成28年度 沖縄学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 沖縄学習センター事務長 廃棄
2016 沖縄学習センター 庶務 出張命令復命書綴 出張命令復命書綴平成29年度 沖縄学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 事務室 沖縄学習センター事務長 廃棄
2018 沖縄学習センター 庶務 出張命令復命書綴 出張命令復命書綴平成30年度 沖縄学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 事務室 沖縄学習センター事務長 廃棄
2019 沖縄学習センター 庶務 出張命令復命書綴 出張命令復命書綴2019年度 沖縄学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 事務室 沖縄学習センター事務長 廃棄
2018 沖縄学習センター 庶務 庶務関係 庶務関係平成30年度 沖縄学習センター事務長 2019/4/1 2年 2021/3/31 紙 事務室 沖縄学習センター事務長 廃棄
2019 沖縄学習センター 庶務 庶務関係 庶務関係2019年度 沖縄学習センター事務長 2020/4/1 1年 2021/3/31 紙 事務室 沖縄学習センター事務長 廃棄
2010 沖縄学習センター 庶務 物品（備品）管理簿 物品（備品）管理簿平成22年度 沖縄学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 沖縄学習センター事務長 廃棄
2011 沖縄学習センター 庶務 物品（備品）管理簿 物品（備品）管理簿平成23年度 沖縄学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 沖縄学習センター事務長 廃棄
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措置結果
2012 沖縄学習センター 庶務 物品（備品）管理簿 物品（備品）管理簿平成24年度 沖縄学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 沖縄学習センター事務長 廃棄
2013 沖縄学習センター 庶務 物品（備品）管理簿 物品（備品）管理簿平成25年度 沖縄学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 沖縄学習センター事務長 廃棄
2014 沖縄学習センター 庶務 物品（備品）管理簿 物品（備品）管理簿平成26年度 沖縄学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 沖縄学習センター事務長 廃棄
2015 沖縄学習センター 庶務 物品（備品）管理簿 物品（備品）管理簿平成27年度 沖縄学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 沖縄学習センター事務長 廃棄
2016 沖縄学習センター 庶務 物品（備品）管理簿 物品（備品）管理簿平成28年度 沖縄学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 沖縄学習センター事務長 廃棄
2016 沖縄学習センター 庶務 物品（備品）管理簿 物品（備品）管理簿平成29年度 沖縄学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 事務室 沖縄学習センター事務長 廃棄
2018 沖縄学習センター 庶務 物品（備品）管理簿 物品（備品）管理簿平成30年度 沖縄学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 事務室 沖縄学習センター事務長 廃棄
2019 沖縄学習センター 庶務 物品（備品）管理簿 物品（備品）管理簿2019年度 沖縄学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 事務室 沖縄学習センター事務長 廃棄
2010 沖縄学習センター 庶務 旅行命令簿 旅行命令簿平成22年度 沖縄学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 沖縄学習センター事務長 廃棄
2011 沖縄学習センター 庶務 旅行命令簿 旅行命令簿平成23年度 沖縄学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 沖縄学習センター事務長 廃棄
2012 沖縄学習センター 庶務 旅行命令簿 旅行命令簿平成24年度 沖縄学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 沖縄学習センター事務長 廃棄
2013 沖縄学習センター 庶務 旅行命令簿 旅行命令簿平成25年度 沖縄学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 沖縄学習センター事務長 廃棄
2014 沖縄学習センター 庶務 旅行命令簿 旅行命令簿平成26年度 沖縄学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 沖縄学習センター事務長 廃棄
2015 沖縄学習センター 庶務 旅行命令簿 旅行命令簿平成27年度 沖縄学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 沖縄学習センター事務長 廃棄
2016 沖縄学習センター 庶務 旅行命令簿 旅行命令簿平成28年度 沖縄学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 沖縄学習センター事務長 廃棄
2016 沖縄学習センター 庶務 旅行命令簿 旅行命令簿平成29年度 沖縄学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 事務室 沖縄学習センター事務長 廃棄
2018 沖縄学習センター 庶務 旅行命令簿 旅行命令簿平成30年度 沖縄学習センター事務長 2019/4/1 10年 2028/4/1 紙 事務室 沖縄学習センター事務長 廃棄
2019 沖縄学習センター 庶務 旅行命令簿 旅行命令簿2019年度 沖縄学習センター事務長 2020/4/1 10年 2029/4/1 紙 事務室 沖縄学習センター事務長 廃棄
2014 沖縄学習センター 庶務 法人文書ファイル管理簿 法人文書ファイル管理簿平成26年度 沖縄学習センター事務長 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 事務室 沖縄学習センター事務長 廃棄
2015 沖縄学習センター 庶務 法人文書ファイル管理簿 法人文書ファイル管理簿平成27年度 沖縄学習センター事務長 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 事務室 沖縄学習センター事務長 廃棄
2016 沖縄学習センター 庶務 法人文書ファイル管理簿 法人文書ファイル管理簿平成28年度 沖縄学習センター事務長 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 事務室 沖縄学習センター事務長 廃棄
2016 沖縄学習センター 庶務 法人文書ファイル管理簿 法人文書ファイル管理簿平成29年度 沖縄学習センター事務長 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 事務室 沖縄学習センター事務長 廃棄
2018 沖縄学習センター 庶務 法人文書ファイル管理簿 法人文書ファイル管理簿平成30年度 沖縄学習センター事務長 2019/4/1 30年 2049/3/31 紙 事務室 沖縄学習センター事務長 廃棄
2019 沖縄学習センター 庶務 法人文書ファイル管理簿 法人文書ファイル管理簿2019年度 沖縄学習センター事務長 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 事務室 沖縄学習センター事務長 廃棄
2015 沖縄学習センター 庶務 公印使用簿 公印使用簿平成27年度 沖縄学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 沖縄学習センター事務長 廃棄
2016 沖縄学習センター 庶務 公印使用簿 公印使用簿平成28年度 沖縄学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 沖縄学習センター事務長 廃棄
2016 沖縄学習センター 庶務 公印使用簿 公印使用簿平成29年度 沖縄学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務室 沖縄学習センター事務長 廃棄
2018 沖縄学習センター 庶務 公印使用簿 公印使用簿平成30年度 沖縄学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務室 沖縄学習センター事務長 廃棄
2019 沖縄学習センター 庶務 公印使用簿 公印使用簿2019年度 沖縄学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務室 沖縄学習センター事務長 廃棄
2017 沖縄学習センター 庶務 学習センター利用の手引き 学習センター利用の手引き平成29年度 沖縄学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 事務室 沖縄学習センター事務長 廃棄
2018 沖縄学習センター 庶務 学習センター利用の手引き 学習センター利用の手引き平成30年度 沖縄学習センター事務長 2019/4/1 2年 2021/3/31 紙 事務室 沖縄学習センター事務長 廃棄
2019 沖縄学習センター 庶務 学習センター利用の手引き 学習センター利用の手引き2019年度 沖縄学習センター事務長 2020/4/1 1年 2021/3/31 紙 事務室 沖縄学習センター事務長 廃棄
2013 沖縄学習センター 職員 手当関係 手当関係平成25年度 沖縄学習センター事務長 2014/4/1 3年（支給喪失から） 紙 事務室 沖縄学習センター事務長 廃棄
2014 沖縄学習センター 職員 手当関係 手当関係平成26年度 沖縄学習センター事務長 2015/4/1 3年（支給喪失から） 紙 事務室 沖縄学習センター事務長 廃棄
2015 沖縄学習センター 職員 手当関係 手当関係平成27年度 沖縄学習センター事務長 2016/4/1 3年（支給喪失から） 紙 事務室 沖縄学習センター事務長 廃棄
2016 沖縄学習センター 職員 手当関係 手当関係平成28年度 沖縄学習センター事務長 2017/4/1 3年（支給喪失から） 紙 事務室 沖縄学習センター事務長 廃棄
2016 沖縄学習センター 職員 手当関係 手当関係平成29年度 沖縄学習センター事務長 2018/4/1 3年（支給喪失から） 紙 事務室 沖縄学習センター事務長 廃棄
2018 沖縄学習センター 職員 手当関係 手当関係平成30年度 沖縄学習センター事務長 2019/4/1 3年（支給喪失から） 紙 事務室 沖縄学習センター事務長 廃棄
2019 沖縄学習センター 職員 手当関係 手当関係2019年度 沖縄学習センター事務長 2020/4/1 3年（支給喪失から） 紙 事務室 沖縄学習センター事務長 廃棄
2017 沖縄学習センター 職員 出勤簿 出勤簿平成29年度 沖縄学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 事務室 沖縄学習センター事務長 廃棄
2018 沖縄学習センター 職員 出勤簿 出勤簿平成30年度 沖縄学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 事務室 沖縄学習センター事務長 廃棄
2019 沖縄学習センター 職員 出勤簿 出勤簿令和2年度 沖縄学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 事務室 沖縄学習センター事務長 廃棄
2017 沖縄学習センター 職員 休暇簿 休暇簿平成29年度 沖縄学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 事務室 沖縄学習センター事務長 廃棄
2018 沖縄学習センター 職員 休暇簿 休暇簿平成30年度 沖縄学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 事務室 沖縄学習センター事務長 廃棄
2019 沖縄学習センター 職員 休暇簿 休暇簿2019年度 沖縄学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 事務室 沖縄学習センター事務長 廃棄
2015 沖縄学習センター 職員 定期健康診断・人間ドック 定期健康診断・人間ドック平成27年度 沖縄学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 沖縄学習センター事務長 廃棄
2016 沖縄学習センター 職員 定期健康診断・人間ドック 定期健康診断・人間ドック平成28年度 沖縄学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 沖縄学習センター事務長 廃棄
2017 沖縄学習センター 職員 定期健康診断・人間ドック 定期健康診断・人間ドック平成29年度 沖縄学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務室 沖縄学習センター事務長 廃棄
2018 沖縄学習センター 職員 定期健康診断・人間ドック 定期健康診断・人間ドック平成30年度 沖縄学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務室 沖縄学習センター事務長 廃棄
2019 沖縄学習センター 職員 定期健康診断・人間ドック 定期健康診断・人間ドック2019年度 沖縄学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務室 沖縄学習センター事務長 廃棄
2015 沖縄学習センター 面接授業 面接授業関係 面接授業関係平成27年度 沖縄学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 沖縄学習センター事務長 廃棄
2016 沖縄学習センター 面接授業 面接授業関係 面接授業関係平成28年度 沖縄学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 沖縄学習センター事務長 廃棄
2016 沖縄学習センター 面接授業 面接授業関係 面接授業関係平成29年度 沖縄学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務室 沖縄学習センター事務長 廃棄
2018 沖縄学習センター 面接授業 面接授業関係 面接授業関係平成30年度 沖縄学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務室 沖縄学習センター事務長 廃棄
2019 沖縄学習センター 面接授業 面接授業関係 面接授業関係2019年度 沖縄学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務室 沖縄学習センター事務長 廃棄
2019 沖縄学習センター 面接授業 面接授業アンケート 面接授業アンケート2019年度 沖縄学習センター事務長 2020/4/1 1年 2021/3/31 紙 事務室 沖縄学習センター事務長 廃棄
2018 沖縄学習センター 面接授業 面接授業教材 面接授業教材平成30年度 沖縄学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 事務長 沖縄学習センター事務長 廃棄
2019 沖縄学習センター 面接授業 面接授業教材 面接授業教材2019年度 沖縄学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 事務長 沖縄学習センター事務長 廃棄
2015 沖縄学習センター 教務関係 教員免許等講習関係 教員免許等講習関係平成27年度 沖縄学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 沖縄学習センター事務長 廃棄
2016 沖縄学習センター 教務関係 教員免許等講習関係 教員免許等講習関係平成28年度 沖縄学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 沖縄学習センター事務長 廃棄
2016 沖縄学習センター 教務関係 教員免許等講習関係 教員免許等講習関係平成29年度 沖縄学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務室 沖縄学習センター事務長 廃棄
2018 沖縄学習センター 教務関係 教員免許等講習関係 教員免許等講習関係平成30年度 沖縄学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務室 沖縄学習センター事務長 廃棄
2019 沖縄学習センター 教務関係 教員免許等講習関係 教員免許等講習関係2019年度 沖縄学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務室 沖縄学習センター事務長 廃棄
2014 沖縄学習センター 教務関係 卒業研究関係 卒業研究関係平成26年度 沖縄学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 沖縄学習センター事務長 廃棄 当初の保存期間満了日:2020年3月31日 延長期間:5年

2015 沖縄学習センター 教務関係 卒業研究関係 卒業研究関係平成27年度 沖縄学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 沖縄学習センター事務長 廃棄
2016 沖縄学習センター 教務関係 卒業研究関係 卒業研究関係平成29年度 沖縄学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 沖縄学習センター事務長 廃棄
2016 沖縄学習センター 教務関係 卒業研究関係 卒業研究関係平成28年度 沖縄学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 沖縄学習センター事務長 廃棄
2018 沖縄学習センター 教務関係 卒業研究関係 卒業研究関係平成30年度 沖縄学習センター事務長 2019/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務室 沖縄学習センター事務長 廃棄
2019 沖縄学習センター 教務関係 卒業研究関係 卒業研究関係2019年度 沖縄学習センター事務長 2020/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務室 沖縄学習センター事務長 廃棄
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大分類 中分類
備考作成・取得年度等

文書分類
小分類 法人文書ファイル名 作成・取得者 起算日 保存期間

保存期間満了
時期

媒体の種別 保存場所 管理者 管理担当係等
保存期間満了時の

措置結果
2015 沖縄学習センター 学生関係 体育実技関係 体育実技関係平成27年度 沖縄学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 沖縄学習センター事務長 廃棄
2016 沖縄学習センター 学生関係 体育実技関係 体育実技関係平成28年度 沖縄学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 沖縄学習センター事務長 廃棄
2018 沖縄学習センター 学生関係 学割証関係 学割証関係平成29年度 沖縄学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 事務室 沖縄学習センター事務長 廃棄
2018 沖縄学習センター 学生関係 学割証関係 学割証関係平成30年度 沖縄学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 事務室 沖縄学習センター事務長 廃棄
2019 沖縄学習センター 学生関係 学割証関係 学割証関係2019年度 沖縄学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 事務室 沖縄学習センター事務長 廃棄
2015 沖縄学習センター 学生関係 奨学金関係 奨学金関係平成27年度 沖縄学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 沖縄学習センター事務長 廃棄
2016 沖縄学習センター 学生関係 奨学金関係 奨学金関係平成28年度 沖縄学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 沖縄学習センター事務長 廃棄
2016 沖縄学習センター 学生関係 奨学金関係 奨学金関係平成29年度 沖縄学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務室 沖縄学習センター事務長 廃棄
2018 沖縄学習センター 学生関係 奨学金関係 奨学金関係平成30年度 沖縄学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務室 沖縄学習センター事務長 廃棄
2019 沖縄学習センター 学生関係 奨学金関係 奨学金関係2019年度 沖縄学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務室 沖縄学習センター事務長 廃棄
2017 沖縄学習センター 学生関係 学生研修旅行 学生研修旅行平成29年度 沖縄学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 事務室 沖縄学習センター事務長 廃棄
2018 沖縄学習センター 学生関係 学生研修旅行 学生研修旅行平成30年度 沖縄学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 事務室 沖縄学習センター事務長 廃棄
2019 沖縄学習センター 学生関係 学生研修旅行 学生研修旅行2019年度 沖縄学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 事務室 沖縄学習センター事務長 廃棄
2010 沖縄学習センター 学生関係 学生教育研究災害傷害保険 学生教育研究災害傷害保険平成22年度 沖縄学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 沖縄学習センター事務長 廃棄
2011 沖縄学習センター 学生関係 学生教育研究災害傷害保険 学生教育研究災害傷害保険平成23年度 沖縄学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 沖縄学習センター事務長 廃棄
2012 沖縄学習センター 学生関係 学生教育研究災害傷害保険 学生教育研究災害傷害保険平成24年度 沖縄学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 沖縄学習センター事務長 廃棄
2013 沖縄学習センター 学生関係 学生教育研究災害傷害保険 学生教育研究災害傷害保険平成25年度 沖縄学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 沖縄学習センター事務長 廃棄
2014 沖縄学習センター 学生関係 学生教育研究災害傷害保険 学生教育研究災害傷害保険平成26年度 沖縄学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 沖縄学習センター事務長 廃棄
2015 沖縄学習センター 学生関係 学生教育研究災害傷害保険 学生教育研究災害傷害保険平成27年度 沖縄学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 沖縄学習センター事務長 廃棄
2016 沖縄学習センター 学生関係 学生教育研究災害傷害保険 学生教育研究災害障害保険平成28年度 沖縄学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 沖縄学習センター事務長 廃棄
2016 沖縄学習センター 学生関係 学生教育研究災害傷害保険 学生教育研究災害障害保険平成29年度 沖縄学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 事務室 沖縄学習センター事務長 廃棄
2018 沖縄学習センター 学生関係 学生教育研究災害傷害保険 学生教育研究災害障害保険平成30年度 沖縄学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 事務室 沖縄学習センター事務長 廃棄
2019 沖縄学習センター 学生関係 学生教育研究災害傷害保険 学生教育研究災害障害保険2019年度 沖縄学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 事務室 沖縄学習センター事務長 廃棄
2015 沖縄学習センター 学生関係 学生団体活動・サークル関係 学生団体活動・サークル関係平成27年度 沖縄学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 沖縄学習センター事務長 廃棄
2016 沖縄学習センター 学生関係 学生団体活動・サークル関係 学生団体活動・サークル関係平成28年度 沖縄学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 沖縄学習センター事務長 廃棄
2017 沖縄学習センター 学生関係 学生団体活動・サークル関係 学生団体活動・サークル関係平成29年度 沖縄学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務室 沖縄学習センター事務長 廃棄
2018 沖縄学習センター 学生関係 学生団体活動・サークル関係 学生団体活動・サークル関係平成30年度 沖縄学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務室 沖縄学習センター事務長 廃棄
2019 沖縄学習センター 学生関係 学生団体活動・サークル関係 学生団体活動・サークル関係2019年度 沖縄学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務室 沖縄学習センター事務長 廃棄
2016 沖縄学習センター 証明書 諸証明書関係 諸証明書関係平成29年度 沖縄学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 事務室 沖縄学習センター事務長 廃棄
2018 沖縄学習センター 証明書 諸証明書関係 諸証明書関係平成30年度 沖縄学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 事務室 沖縄学習センター事務長 廃棄
2019 沖縄学習センター 証明書 諸証明書関係 諸証明書関係2019年度 沖縄学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 事務室 沖縄学習センター事務長 廃棄
2015 沖縄学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験 平成27年度単位認定試験 沖縄学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 沖縄学習センター事務長 廃棄
2016 沖縄学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験 平成28年度単位認定試験 沖縄学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 沖縄学習センター事務長 廃棄
2016 沖縄学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験 平成29年度単位認定試験 沖縄学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務室 沖縄学習センター事務長 廃棄
2018 沖縄学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験 平成30年度単位認定試験 沖縄学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務室 沖縄学習センター事務長 廃棄
2019 沖縄学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験 2019年度単位認定試験 沖縄学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務室 沖縄学習センター事務長 廃棄
2015 沖縄学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験・看護要員及び補助員 単位認定試験・看護要員及び補助員平成27年度 沖縄学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 沖縄学習センター事務長 廃棄
2016 沖縄学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験・看護要員及び補助員 単位認定試験・看護要員及び補助員平成28年度 沖縄学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 沖縄学習センター事務長 廃棄
2016 沖縄学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験・看護要員及び補助員 単位認定試験・看護要員及び補助員平成29年度 沖縄学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務室 沖縄学習センター事務長 廃棄
2018 沖縄学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験・看護要員及び補助員 単位認定試験・看護要員及び補助員平成30年度 沖縄学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務室 沖縄学習センター事務長 廃棄
2019 沖縄学習センター 単位認定試験関係 単位認定試験・看護要員及び補助員 単位認定試験・看護要員及び補助員2019年度 沖縄学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務室 沖縄学習センター事務長 廃棄
2015 沖縄学習センター 図書・視聴 センター外再視聴施設 センター外再視聴施設平成27年度 沖縄学習センター事務長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 沖縄学習センター事務長 廃棄
2016 沖縄学習センター 図書・視聴 センター外再視聴施設 センター外再視聴施設平成28年度 沖縄学習センター事務長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 沖縄学習センター事務長 廃棄
2017 沖縄学習センター 図書・視聴 センター外再視聴施設 センター外再視聴施設平成29年度 沖縄学習センター事務長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務室 沖縄学習センター事務長 廃棄
2018 沖縄学習センター 図書・視聴 センター外再視聴施設 センター外再視聴施設平成30年度 沖縄学習センター事務長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務室 沖縄学習センター事務長 廃棄
2019 沖縄学習センター 図書・視聴 センター外再視聴施設 センター外再視聴施設2019年度 沖縄学習センター事務長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務室 沖縄学習センター事務長 廃棄
2016 沖縄学習センター 図書・視聴 文献複写申込書 文献複写申込書平成29年度 沖縄学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 事務室 沖縄学習センター事務長 廃棄
2018 沖縄学習センター 図書・視聴 文献複写申込書 文献複写申込書平成30年度 沖縄学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 事務室 沖縄学習センター事務長 廃棄
2019 沖縄学習センター 図書・視聴 文献複写申込書 文献複写申込書2019年度 沖縄学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 事務室 沖縄学習センター事務長 廃棄
2018 沖縄学習センター 図書・視聴 図書業務関係 図書業務関係平成30年度 沖縄学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/4/1 紙 事務室 沖縄学習センター事務長 廃棄
2010 沖縄学習センター 会計 物品請求票控 物品請求票控平成22年度 沖縄学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 沖縄学習センター事務長 廃棄
2011 沖縄学習センター 会計 物品請求票控 物品請求票控平成23年度 沖縄学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 沖縄学習センター事務長 廃棄
2012 沖縄学習センター 会計 物品請求票控 物品請求票控平成24年度 沖縄学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 沖縄学習センター事務長 廃棄
2013 沖縄学習センター 会計 物品請求票控 物品請求票控平成25年度 沖縄学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 沖縄学習センター事務長 廃棄
2014 沖縄学習センター 会計 物品請求票控 物品請求票控平成26年度 沖縄学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 沖縄学習センター事務長 廃棄
2015 沖縄学習センター 会計 物品請求票控 物品請求票控平成27年度 沖縄学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 沖縄学習センター事務長 廃棄
2010 沖縄学習センター 会計 予算執行計画書綴 予算執行計画書綴平成22年度 沖縄学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 沖縄学習センター事務長 廃棄
2011 沖縄学習センター 会計 予算執行計画書綴 予算執行計画書綴平成23年度 沖縄学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 沖縄学習センター事務長 廃棄
2012 沖縄学習センター 会計 予算執行計画書綴 予算執行計画書綴平成24年度 沖縄学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 沖縄学習センター事務長 廃棄
2013 沖縄学習センター 会計 予算執行計画書綴 予算執行計画書綴平成25年度 沖縄学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 沖縄学習センター事務長 廃棄
2014 沖縄学習センター 会計 予算執行計画書綴 予算執行計画書綴平成26年度 沖縄学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 沖縄学習センター事務長 廃棄
2015 沖縄学習センター 会計 予算執行計画書綴 予算執行計画書綴平成27年度 沖縄学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 沖縄学習センター事務長 廃棄
2016 沖縄学習センター 会計 予算執行計画書綴 予算執行計画書綴平成28年度 沖縄学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 沖縄学習センター事務長 廃棄
2016 沖縄学習センター 会計 予算執行計画書綴 予算執行計画書綴平成29年度 沖縄学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 事務室 沖縄学習センター事務長 廃棄
2018 沖縄学習センター 会計 予算執行計画書綴 予算執行計画書綴平成30年度 沖縄学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 事務室 沖縄学習センター事務長 廃棄
2019 沖縄学習センター 会計 予算執行計画書綴 予算執行計画書綴2019年度 沖縄学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 事務室 沖縄学習センター事務長 廃棄
2010 沖縄学習センター 会計 出納金報告綴 出納金報告綴平成22年度 沖縄学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 沖縄学習センター事務長 廃棄
2011 沖縄学習センター 会計 出納金報告綴 出納金報告綴平成23年度 沖縄学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 沖縄学習センター事務長 廃棄
2012 沖縄学習センター 会計 出納金報告綴 出納金報告綴平成24年度 沖縄学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 沖縄学習センター事務長 廃棄
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大分類 中分類
備考作成・取得年度等

文書分類
小分類 法人文書ファイル名 作成・取得者 起算日 保存期間

保存期間満了
時期

媒体の種別 保存場所 管理者 管理担当係等
保存期間満了時の

措置結果
2013 沖縄学習センター 会計 出納金報告綴 出納金報告綴平成25年度 沖縄学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 沖縄学習センター事務長 廃棄
2014 沖縄学習センター 会計 出納金報告綴 出納金報告綴平成26年度 沖縄学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 沖縄学習センター事務長 廃棄
2015 沖縄学習センター 会計 出納金報告綴 出納金報告綴平成27年度 沖縄学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 沖縄学習センター事務長 廃棄
2016 沖縄学習センター 会計 出納金報告綴 出納金報告綴平成28年度 沖縄学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 沖縄学習センター事務長 廃棄
2016 沖縄学習センター 会計 出納金報告綴 出納金報告綴平成29年度 沖縄学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 事務室 沖縄学習センター事務長 廃棄
2018 沖縄学習センター 会計 出納金報告綴 出納金報告綴平成30年度 沖縄学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 事務室 沖縄学習センター事務長 廃棄
2019 沖縄学習センター 会計 出納金報告綴 出納金報告綴2019年度 沖縄学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 事務室 沖縄学習センター事務長 廃棄
2010 沖縄学習センター 会計 料金後納郵便差出票 料金後納郵便差出票平成22年度 沖縄学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 沖縄学習センター事務長 廃棄
2011 沖縄学習センター 会計 料金後納郵便差出票 料金後納郵便差出票平成23年度 沖縄学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 沖縄学習センター事務長 廃棄
2012 沖縄学習センター 会計 料金後納郵便差出票 料金後納郵便差出票平成24年度 沖縄学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 沖縄学習センター事務長 廃棄
2013 沖縄学習センター 会計 料金後納郵便差出票 料金後納郵便差出票平成25年度 沖縄学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 沖縄学習センター事務長 廃棄
2014 沖縄学習センター 会計 料金後納郵便差出票 料金後納郵便差出票平成26年度 沖縄学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 沖縄学習センター事務長 廃棄
2015 沖縄学習センター 会計 料金後納郵便差出票 料金後納郵便差出票平成27年度 沖縄学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 沖縄学習センター事務長 廃棄
2016 沖縄学習センター 会計 料金後納郵便差出票 料金後納郵便差出票平成28年度 沖縄学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 沖縄学習センター事務長 廃棄
2016 沖縄学習センター 会計 料金後納郵便差出票 料金後納郵便差出票平成29年度 沖縄学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 事務室 沖縄学習センター事務長 廃棄
2018 沖縄学習センター 会計 料金後納郵便差出票 料金後納郵便差出票平成30年度 沖縄学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 事務室 沖縄学習センター事務長 廃棄
2019 沖縄学習センター 会計 料金後納郵便差出票 料金後納郵便差出票2019年度 沖縄学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 事務室 沖縄学習センター事務長 廃棄
2010 沖縄学習センター 会計 年間契約・入札関係綴 年間契約・入札関係綴平成22年度 沖縄学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 沖縄学習センター事務長 廃棄
2011 沖縄学習センター 会計 年間契約・入札関係綴 年間契約・入札関係綴平成23年度 沖縄学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 沖縄学習センター事務長 廃棄
2012 沖縄学習センター 会計 年間契約・入札関係綴 年間契約・入札関係綴平成24年度 沖縄学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 沖縄学習センター事務長 廃棄
2013 沖縄学習センター 会計 年間契約・入札関係綴 年間契約・入札関係綴平成25年度 沖縄学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 沖縄学習センター事務長 廃棄
2014 沖縄学習センター 会計 年間契約・入札関係綴 年間契約・入札関係綴平成26年度 沖縄学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 沖縄学習センター事務長 廃棄
2015 沖縄学習センター 会計 年間契約・入札関係綴 年間契約・入札関係綴平成27年度 沖縄学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 沖縄学習センター事務長 廃棄
2016 沖縄学習センター 会計 年間契約・入札関係綴 年間契約・入札関係綴平成28年度 沖縄学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 沖縄学習センター事務長 廃棄
2016 沖縄学習センター 会計 年間契約・入札関係綴 年間契約・入札関係綴平成29年度 沖縄学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 事務室 沖縄学習センター事務長 廃棄
2018 沖縄学習センター 会計 年間契約・入札関係綴 年間契約・入札関係綴平成30年度 沖縄学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 事務室 沖縄学習センター事務長 廃棄
2019 沖縄学習センター 会計 年間契約・入札関係綴 年間契約・入札関係綴2019年度 沖縄学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 事務室 沖縄学習センター事務長 廃棄
2010 沖縄学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等受払簿平成22年度 沖縄学習センター事務長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 沖縄学習センター事務長 廃棄
2011 沖縄学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等受払簿平成23年度 沖縄学習センター事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 沖縄学習センター事務長 廃棄
2012 沖縄学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等受払簿平成24年度 沖縄学習センター事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 沖縄学習センター事務長 廃棄
2013 沖縄学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等受払簿平成25年度 沖縄学習センター事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 沖縄学習センター事務長 廃棄
2014 沖縄学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等受払簿平成26年度 沖縄学習センター事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 沖縄学習センター事務長 廃棄
2015 沖縄学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等受払簿平成27年度 沖縄学習センター事務長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 沖縄学習センター事務長 廃棄
2016 沖縄学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等受払簿平成28年度 沖縄学習センター事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 沖縄学習センター事務長 廃棄
2016 沖縄学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等受払簿平成29年度 沖縄学習センター事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 事務室 沖縄学習センター事務長 廃棄
2018 沖縄学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等受払簿平成30年度 沖縄学習センター事務長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 事務室 沖縄学習センター事務長 廃棄
2019 沖縄学習センター 会計 郵便切手等受払簿 郵便切手等受払簿2019年度 沖縄学習センター事務長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 事務室 沖縄学習センター事務長 廃棄
2016 沖縄学習センター 施設 会議室・講座室等使用予定表 会議室・講座室等使用予定表平成29年度 沖縄学習センター事務長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 事務室 沖縄学習センター事務長 廃棄
2018 沖縄学習センター 施設 会議室・講座室等使用予定表 会議室・講座室等使用予定表平成30年度 沖縄学習センター事務長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 事務室 沖縄学習センター事務長 廃棄
2019 沖縄学習センター 施設 会議室・講座室等使用予定表 会議室・講座室等使用予定表2019年度 沖縄学習センター事務長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 事務室 沖縄学習センター事務長 廃棄
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